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1.  平成22年12月期第3四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年9月30日） 

（注）１ 平成21年12月期第３四半期に係る潜在株調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年12月期第3四半期 6,419 117.4 133 ― 129 ― 122 ―

21年12月期第3四半期 2,952 ― △90 ― △126 ― △138 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年12月期第3四半期 6.81 6.76
21年12月期第3四半期 △11.38 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年12月期第3四半期 2,309 553 23.6 30.74
21年12月期 1,533 422 27.6 23.47

（参考） 自己資本   22年12月期第3四半期  545百万円 21年12月期  422百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年12月期 ― 0.00 ―

22年12月期 
（予想）

0.00 0.00

3.  平成22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 当社グループが属するインターネット関連業界は、市場環境の変化が激しく、不確定要素が大きいため、業績予想を行うことが困難であります。そのた
め、業績予想につきましては記載しておりません。なお、適時開示ルールに従い、開示が可能となった時点で、必要に応じて速やかに公表を行ってまいり
ます。 



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期3Q 18,628,830株 21年12月期  18,628,830株

② 期末自己株式数 22年12月期3Q  618,012株 21年12月期  617,932株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期3Q 18,010,832株 21年12月期3Q 12,211,566株
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※ 当社は、四半期決算補足資料を作成しており、決算後速やかに当社ホームページで掲載する

予定です。 

・平成22年11月９日（火）・・・・・・第３四半期決算サマリー資料開示 
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当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、自律的な景気回復に向けた動きが見られ、企業利益
の改善が進む一方で、雇用情勢は引き続き厳しく、株安、円高などによる景気の下押しリスクがあるな
ど、依然として厳しい状況の中で推移いたしました。 
こうした環境のもと当社グループは、モバイル広告事業がグループ全体の成長を牽引し、メディア事業

においては既存事業を強化し、Ｍ＆Ａ実施による規模拡大を図りました。また、スマートフォン向けアプ
リケーションの自社開発など、新しい成長分野における積極的投資、及び事業の立ち上げに注力してまい
りました。 
これらの結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は2,603,898千円(前年同期間は1,447,614千円)、営

業利益は66,225千円(前年同期間は2,798千円の利益計上)、経常利益は64,342千円(前年同期間は1,624千
円の利益計上)、四半期純利益は57,936千円(前年同期間は282千円の利益計上)となりました。 
  
事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

①モバイル広告事業 

モバイル広告事業には、モバイル広告媒体を専門に仕入れ、広告会社へ販売するモバイルメディアレ
ップと、モバイル広告における企画やソリューションを広告主に提供するモバイル広告代理が属してお
ります。 
モバイル広告事業におきましては、モバイル広告市場の成長に加え、人材の成長、及び大手媒体の拡

販が進んだ事で、売上高は2,139,102千円(前年同期間は1,089,031千円)、営業利益は68,241千円(前年
同期間は28,185千円の利益計上)となりました。 

②メディア事業 

メディア事業には、オプトインメール「DEmail」等が属するメール広告、インターネットリサーチで
ある「ターゲットリサーチ」、連結子会社である㈱インターナショナルスポーツマーケティングが営む
スポーツマーケティング等が属しております。 
メール広告におきましては、金融関連業種及び大手広告会社の発注が伸びるとともに、ウェブサイト

内における収益化施策を行いました。インターネットリサーチにおきましては、受注件数が減少しまし
たが、顧客・案件を多様化させるべく事業構造の転換に取り組みました。また、スポーツマーケティン
グにおきましては、サッカーワールドカップ開催等によりスポーツコンテンツ提供の需要が拡大いたし
ました。これらの結果、メディア事業の売上高は389,198千円(前年同期間は185,474千円)、営業利益は
44,115千円(前年同期間は28,102千円の利益計上)となりました。 

③Ｅコマース事業 

Ｅコマース事業には、PC上で展開するショッピングサイト「ドリームカタログ」、モバイル上で 
展開するショッピングサイト「シンデレラ・ビューティ」が属しております。 
Ｅコマース事業におきましては、「ドリームカタログ」の撤退に伴いまして、売上高は75,597千 

円(前年同期間は173,108千円)、営業損失は4,423千円(前年同期間は14,434千円の損失計上)となりまし
た。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、2,309,771千円となり、前連結会計年度末と比べ、776,637
千円の増加となりました。これは主に、規模拡大に伴い売掛債権が増加したことによるもの及び第１四
半期連結会計期間末より㈱インターナショナルスポーツマーケティングが新たに連結子会社となったこ
とによるものであります。 
当第３四半期連結会計期間末の負債は、1,756,085千円となり、前連結会計年度末と比べ、645,744千

円の増加となりました。これは主に、規模拡大に伴い媒体仕入債務が増加したことによるもの及び第１
四半期連結会計期間末より㈱インターナショナルスポーツマーケティングが新たに連結子会社となった
ことによるものであります。 
当第３四半期連結会計期間末の純資産は、553,685千円となり、前連結会計年度末と比べ、130,891千

円の増加となりました。これは主に、堅調な営業活動の成果に伴い利益剰余金が増加したことによるも
のであります。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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②キャッシュ・フローの状況  

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、売掛債権の増
加等により、前年同期間末と比べて8,040千円減少し、351,936千円となりました。前連結会計年度末
（358,813千円）と比べ6,877千円の減少となりました。 
 当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであ
ります。 
  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第３四半期連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は、12,318千円（前年同期は42,437
千円の獲得）となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益に、仕入債務増加等による資金増加
要因と減価償却等の非資金的費用を加え、売掛債権増加等による資金減少要因を差し引いた結果であり
ます。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当第３四半期連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は、39,521千円（前年同期は4,140
千円の使用）となりました。主な要因は、頓知ドット株式会社の株式の取得によるものであります。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当第３四半期連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は、12,956千円（前年同期は68,319
千円の使用）となりました。主な要因は、長期借入金の返済等によるものであります。 

  

当社グループが属するインターネット関連業界は、市場環境の変化が激しく、不確定要素が大きいた
め、業績の予想を行うことが困難であります。そのため、業績予想につきましては記載しておりませ
ん。なお、適時開示のルールに従い、開示が可能となった時点で、必要に応じて速やかに公表を行って
まいります。 

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

1. 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している有形固定資産の減価償却については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期
間按分する方法により算定しております。 

  

(四半期連結貸借対照表) 
 前第３四半期連結会計期間において、「商品及び製品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しておりま
したが、当第３四半期連結会計期間より「たな卸資産」として一括掲記しております。なお、当第３四
半期連結会計期間の「商品及び製品」は、21,615千円であります。 

  

当社グループは、当第３四半期連結累計期間において、133,939千円の営業利益を計上し、収益基盤
の安定化に一定の改善が見られましたが、前連結会計年度は営業損失を計上しており、未だ収益基盤が
安定するに十分な状況にないと判断され、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在
しております。 
当社グループは、当該状況を解消するべく、引き続き、成長性の高い事業領域の拡大と、既存事業の

採算性向上に取り組むことで、収益基盤の安定化を図ってまいります。 
上記施策により、当社グループにおける収益基盤が安定化することで、継続企業の前提に関する重要

な疑義を生じさせるような状況についても解消されるものと考えておりますが、こうした施策について
は、経済情勢の動向に左右されることから、必ずしも計画通りに推移しない可能性も考えられ、現時点
では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 
四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上記のような重要な不確実性の影響を

四半期連結財務諸表に反映しておりません。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 四半期連結財務諸表 
(1) 四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 351,936 358,813

受取手形及び売掛金 1,553,152 871,770

たな卸資産 21,615 26,341

その他 44,646 52,421

貸倒引当金 △2,653 △1,700

流動資産合計 1,968,696 1,307,645

固定資産   

有形固定資産 83,266 74,998

無形固定資産   

のれん 27,787 －

その他 64,580 33,028

無形固定資産合計 92,367 33,028

投資その他の資産   

破産更生債権等 1,172 123,210

その他 165,440 117,461

貸倒引当金 △1,172 △123,210

投資その他の資産合計 165,440 117,461

固定資産合計 341,074 225,488

資産合計 2,309,771 1,533,134

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,242,782 765,523

1年内返済予定の長期借入金 165,469 139,959

短期借入金 77,000 －

未払法人税等 12,853 6,930

その他 143,463 103,708

流動負債合計 1,641,568 1,016,121

固定負債   

長期借入金 71,512 71,298

ポイント引当金 36,851 20,387

その他 6,152 2,533

固定負債合計 114,516 94,218

負債合計 1,756,085 1,110,340
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,308,628 1,308,628

資本剰余金 885,021 885,021

利益剰余金 △1,542,261 △1,664,950

自己株式 △105,980 △105,971

株主資本合計 545,408 422,728

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 55 65

評価・換算差額等合計 55 65

新株予約権 8,222 －

純資産合計 553,685 422,793

負債純資産合計 2,309,771 1,533,134

㈱スパイア（4309）平成22年12月期　第３四半期決算短信

6



 (2)【四半期連結損益計算書】 
  【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 2,952,660 6,419,510

売上原価 2,197,570 5,148,004

売上総利益 755,089 1,271,506

販売費及び一般管理費 845,104 1,137,566

営業利益又は営業損失（△） △90,014 133,939

営業外収益   

受取利息及び配当金 546 230

ポイント引当金戻入額 3,775 216

受取返戻金 － 165

その他 1,567 216

営業外収益合計 5,888 829

営業外費用   

支払利息 3,716 4,492

財務調査費 25,000 －

その他 13,941 801

営業外費用合計 42,658 5,293

経常利益又は経常損失（△） △126,784 129,475

特別利益   

債務免除益 － 997

関係会社清算益 － 2,530

有価証券受贈益 － 1,195

特別利益合計 － 4,723

特別損失   

固定資産除却損 2,612 995

関係会社清算損 － 1,732

特別退職金 6,102 －

その他 － 88

特別損失合計 8,714 2,815

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△135,499 131,383

法人税、住民税及び事業税 3,441 8,694

法人税等調整額 － －

法人税等合計 3,441 8,694

四半期純利益又は四半期純損失（△） △138,940 122,688
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  【第３四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 1,447,614 2,603,898

売上原価 1,119,359 2,146,601

売上総利益 328,254 457,297

販売費及び一般管理費 325,455 391,072

営業利益 2,798 66,225

営業外収益   

受取利息及び配当金 84 98

補助金収入 466 －

ポイント引当金戻入額 － 59

その他 171 14

営業外収益合計 723 172

営業外費用   

支払利息 1,768 1,682

その他 129 372

営業外費用合計 1,897 2,055

経常利益 1,624 64,342

特別利益   

債務免除益 － 997

特別利益合計 － 997

特別損失   

固定資産除却損 － 666

関係会社清算損 － 300

その他 － 88

特別損失合計 － 1,055

税金等調整前四半期純利益 1,624 64,284

法人税、住民税及び事業税 1,341 6,348

法人税等調整額 － －

法人税等合計 1,341 6,348

四半期純利益 282 57,936
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 (3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△135,499 131,383

減価償却費 19,593 31,316

のれん償却額 － 3,465

貸倒引当金の増減額（△は減少） 358 2,002

ポイント引当金の増減額（△は減少） △6,553 16,463

受取利息及び受取配当金 △546 △230

支払利息 3,716 4,492

固定資産除却損 2,612 995

株式報酬費用 － 8,222

関係会社清算益 － △2,530

関係会社清算損 － 1,732

売上債権の増減額（△は増加） 284,800 △614,527

たな卸資産の増減額（△は増加） 9,372 4,966

未収入金の増減額（△は増加） 4,053 955

仕入債務の増減額（△は減少） 26,295 450,794

未払金の増減額（△は減少） △14,337 △24,582

その他 16,776 58,003

小計 210,641 72,921

利息及び配当金の受取額 546 234

利息の支払額 △3,985 △4,716

法人税等の支払額 △5,906 △4,056

営業活動によるキャッシュ・フロー 201,297 64,384

投資活動によるキャッシュ・フロー   

差入保証金の回収による収入 89,834 2,000

有形固定資産の取得による支出 △13,390 △2,902

無形固定資産の取得による支出 △8,545 △19,729

投資有価証券の取得による支出 － △32,000

短期貸付けによる支出 △70,000 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 45,797

関係会社の整理による収入 － 2,530

その他 △50,047 △737

投資活動によるキャッシュ・フロー △52,147 △5,041

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 204,000

短期借入金の返済による支出 △20,880 △177,000

長期借入れによる収入 － 50,000

長期借入金の返済による支出 △109,563 △142,859

その他 － △360

財務活動によるキャッシュ・フロー △130,443 △66,220
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 18,705 △6,877

現金及び現金同等物の期首残高 328,398 358,813

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 12,873 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 359,977 351,936
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当第３四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日） 

当社グループは、当第３四半期連結累計期間において、133,939千円の営業利益を計上し、収益基盤
の安定化に一定の改善が見られましたが、前連結会計年度は営業損失を計上しており、未だ収益基盤が
安定するに十分な状況にないと判断され、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在
しております。 
当社グループは、当該状況を解消するべく、引き続き、成長性の高い事業領域の拡大と、既存事業の

採算性向上に取り組むことで、収益基盤の安定化を図ってまいります。 
上記施策により、当社グループにおける収益基盤が安定化することで、継続企業の前提に関する重要

な疑義を生じさせるような状況についても解消されるものと考えておりますが、こうした施策について
は、経済情勢の動向に左右されることから、必ずしも計画通りに推移しない可能性も考えられ、現時点
では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 
四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上記のような重要な不確実性の影響を

四半期連結財務諸表に反映しておりません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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【事業の種類別セグメント情報】 

前第３四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品等 

  (1)モバイル広告事業・・モバイルメディアレップ、モバイル広告代理 

  (2)メディア事業・・・・DEmail、ターゲットリサーチ、マグスタ、ドリームメールモバイル等 

  (3)Ｅコマース事業・・・ドリームカタログ、シンデレラ・ビューティ、リアース 

３ 会計処理基準に関する事項 

 (たな卸資産の評価に関する会計基準の適用) 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 企業会計基準第13号 平成19年３月30日改正)を

前第１四半期会計期間より適用し、原価法から原価法(収益性の低下による簿価の切り下げの方法)に変更して

おります。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、前第３四半期連結累計期間のＥコマース事業では営業損失が

174千円増加しております。 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日） 

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品等 

  (1)モバイル広告事業・モバイルメディアレップ、モバイル広告代理 

(2)メディア事業・・・DEmail、ターゲットリサーチ、マグスタ、ドリームメールモバイル、IQプライス、

          凸風、スポーツマーケティング 

(3)Ｅコマース事業・・ドリームカタログ、シンデレラ・ビューティ 

  

(5) セグメント情報

モバイル 
広告事業 
(千円)

メディア
事業 
(千円)

Ｅコマース
事業 
(千円)

その他の
事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に 
  対する売上高

1,089,031 185,474 173,108 ― 1,447,614 ― 1,447,614

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

─ ― ─ ― ― ― ―

計 1,089,031 185,474 173,108 ― 1,447,614 ― 1,447,614

営業利益又は営業損失(△) 28,185 28,102 △14,434 ― 41,855 (39,057) 2,798

モバイル 
広告事業 
(千円)

メディア
事業 
(千円)

Ｅコマース
事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社 
(千円)

連結 
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に 
  対する売上高

2,139,102 389,198 75,597 2,603,898 ― 2,603,898

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

─ 6,305 ─ 6,305 (6,305) ―

計 2,139,102 395,503 75,597 2,610,203 (6,305) 2,603,898

営業利益又は営業損失(△) 68,241 44,115 △4,423 107,933 (41,708) 66,225
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前第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日） 

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品等 

  (1)モバイル広告事業・モバイルメディアレップ、モバイル広告代理 

(2)メディア事業・・・DEmail、ターゲットリサーチ、マグスタ、ドリームメールモバイル等 

(3)Ｅコマース事業・・ドリームカタログ、シンデレラ・ビューティ、リアース 

３ 会計処理基準に関する事項 

 (たな卸資産の評価に関する会計基準の適用) 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 企業会計基準第13号 平成19年３月30日改正)を

前第１四半期会計期間より適用し、原価法から原価法(収益性の低下による簿価の切り下げの方法)に変更して

おります。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、前第３四半期連結累計期間のＥコマース事業では営業損失が

174千円増加しております。 

４ 前第２四半期連結会計期間において、当社が株式会社インタースパイアを吸収合併したことにより、モバイ

ル広告事業及びＥコマース事業において試算の金額が増加しております。増加金額は以下の通りです。 

  (1)モバイル広告事業・・・703,554千円 

   (2)Ｅコマース事業・・・8,058千円 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日） 

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品等 

  (1)モバイル広告事業・モバイルメディアレップ、モバイル広告代理 

(2)メディア事業・・・DEmail、ターゲットリサーチ、マグスタ、ドリームメールモバイル、IQプライス、

          凸風、スポーツマーケティング 

(3)Ｅコマース事業・・ドリームカタログ、シンデレラ・ビューティ 

３ 第１四半期連結会計期間において、当社が株式会社インターナショナルスポーツマーケティングの株式を

100％取得し、連結子会社化したことにより、メディア事業において資産の金額が増加しております。 

増加金額は以下の通りです。 

メディア事業・・・178,255千円 

  

モバイル 
広告事業 
(千円)

メディア
事業 
(千円)

Ｅコマース
事業 
(千円)

その他の
事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に 
  対する売上高

1,918,157 539,881 491,780 2,840 2,952,660 ― 2,952,660

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

─ ― ─ ― ― ― ―

計 1,918,157 539,881 491,780 2,840 2,952,660 ― 2,952,660

営業利益又は営業損失(△) 47,168 17,914 △48,025 2,078 19,136 (109,151) △90,014

モバイル 
広告事業 
(千円)

メディア
事業 
(千円)

Ｅコマース
事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社 
(千円)

連結 
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に 
  対する売上高

5,118,426 980,596 320,488 6,419,510 ― 6,419,510

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

─ 15,932 ─ 15,932 (15,932) ―

計 5,118,426 996,529 320,488 6,435,443 (15,932) 6,419,510

営業利益又は営業損失(△) 163,197 129,656 △22,131 270,722 (136,783) 133,939
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【所在地別セグメント情報】 

前第３四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）及び前第３四半期連結
累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日）及び当第３四半期連結
累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 

前第３四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）及び前第３四半期連結
累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日） 
海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日）及び当第３四半期連結
累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日） 
海外売上高は連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第13期第３四半期連結累計(会計)期間及び第13期の潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額につ

いては、１株当たり四半期(当期)純損失を計上しているため記載しておりません。 

  

4. 補足情報

(1) 経営管理上重要な指標の推移

回次
第13期 

第３四半期連結
累計期間

第14期
第３四半期連結

累計期間

第13期
第３四半期連結

会計期間

第14期 
第３四半期連結 

会計期間
第13期

会計期間

自  平成21年
      １月１日
至  平成21年 
      ９月30日

自  平成22年
      １月１日
至  平成22年 
      ９月30日

自  平成21年
      ７月１日
至  平成21年 
      ９月30日

自  平成22年 
      ７月１日 
至  平成22年 
      ９月30日

自  平成21年
      １月１日
至  平成21年 
      12月31日

売上高 (千円) 2,952,660 6,419,510 1,447,614 2,603,898 4,576,688

経常利益又は経常損失
(△)

(千円) △126,784 129,475 1,624 64,342 △106,701

四半期純利益又は四半
期(当期)純損失(△)

(千円) △138,940 122,688 282 57,936 △119,516

純資産額 (千円) ― ― 340,116 553,685 422,793

総資産額 (千円) ― ― 1,357,776 2,309,771 1,533,134

１株当たり純資産額 (円) ― ― 19.48 30.74 23.47

１株当たり四半期純利
益金額又は四半期(当
期)純損失金額

(円) △11.38 6.81 0.02 3.22 △8.82

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
(当期)純利益金額

(円) ─ 6.76 0.02 3.20 ─

自己資本比率 (％) ― ― 25.0 23.6 27.6

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 201,297 64,384 ― ― 220,473

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △52,147 △5,041 ― ― △80,688

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △130,443 △66,220 ― ― △122,242

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 359,977 351,936 358,813

従業員数 (名) ― ― 123 157 121

㈱スパイア（4309）平成22年12月期　第３四半期決算短信

15



  

当社グループでは、当第３四半期連結会計期間において生産に該当する事項はありません。 

  

当第３四半期連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。 
  

 
(注) １  セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 受注残高は、広告主から申込書を受け入れており、いまだ役務を提供していないものの金額を記載しており

ます。 

  

(2) 生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

② 受注実績

事業の種類別セグメントの名称 受注高(千円) 受注残高(千円)

モバイル広告事業

 メディアレップ 1,452,928 49,253

 広告代理 679,344 3,978

小計 2,132,273 53,231

メディア事業

 メール広告 170,592 25,062

 リサーチ 32,326 ―

 課金 6,099 ―

 スポーツマーケティング 119,776 82,573

小計 328,794 107,635

 Ｅコマース事業 75,597 ―

合計 2,536,665 160,866
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当第３四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。 

 
  
(注) １  セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

③ 販売実績

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円)

モバイル広告事業

 メディアレップ 1,451,687

 広告代理 687,415

小計 2,139,102

メディア事業

 メール広告 173,007

 リサーチ 32,326

  課金 6,099

 スポーツマーケティング 177,764

小計 389,198

 Ｅコマース事業 75,597

合計 2,603,898
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