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当社グループが属するインターネット関連業界は、事業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。 
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１．平成23年12月期の連結業績（平成23年１月１日～平成23年12月31日）
（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率)

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

23年12月期 10,564 19.0 43 △68.9 35 △73.7 △41 ―

22年12月期 8,881 ― 139 ― 133 ― 117 ―

(注) 包括利益 23年12月期 △41百万円(―％) 22年12月期 117百万円(―％)

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年12月期 △2 .29 ― △7.9 1.4 0.4

22年12月期 6 .52 6 .47 21.7 5.4 1.5

(参考) 持分法投資損益 23年12月期 －百万円 22年12月期 －百万円

（２）連結財政状態
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

23年12月期 2,576 541 19.7 28 .06

22年12月期 2,456 552 22.0 30 .70

(参考) 自己資本 23年12月期 508百万円 22年12月期 540百万円

（３）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

23年12月期 51 △218 223 541

22年12月期 316 △20 △171 484

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額 
(合計)

配当性向 
(連結)

純資産
配当率 
(連結)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 百万円 ％ ％

23年12月期 ― 0 00 ― 0 00 0 00 ― ― ―

22年12月期 ― 0 00 ― 0 00 0 00 ― ― ―

24年12月期(予想) ― 0 00 ― 0 00 0 00 ―

３．平成24年12月期の連結業績予想（平成24年１月１日～平成24年12月31日）



  

 

 

 
  

 

 
  

 
  
（２）個別財政状態 

 

 
  

当社が属するインターネット関連業界は、事業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。 
  

・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点におい
て、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了していません。 

  

・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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付
資料３ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。 

・当社は、平成24年２月15日に機関投資家及びアナリスト向けの決算説明会を開催する予定です。その資
料につきましては、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。 

４．その他
（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) ： 無

  新規  ―社 (            )、除外  ―社 (            )

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

（３）発行済株式数（普通株式）
① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年12月期 18,628,830株 22年12月期 18,628,830株

② 期末自己株式数 23年12月期 517,702株 22年12月期 618,012株

③ 期中平均株式数 23年12月期 18,080,185株 22年12月期 18,010,828株

(参考) 個別業績の概要
１．平成23年12月期の個別業績（平成23年１月１日～平成23年12月31日）
（１）個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

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

23年12月期 9,074 20.3 △13 ― △0 ― △42 ―

22年12月期 7,545 78.4 127 ― 141 ― 102 ―

１株当たり当期純利益
潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
円 銭 円 銭

23年12月期 △2 .35 ―

22年12月期 5 .69 5 .64

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

23年12月期 2,150 525 22.9 27 .17

22年12月期 1,991 537 26.3 29 .86

(参考) 自己資本 23年12月期 492百万円 22年12月期 525百万円

２．平成24年12月期の個別業績予想（平成24年１月１日～平成24年12月31日）

※ 監査手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当連結会計年度におけるわが国経済は、東北地方太平洋沖地震やタイの洪水といった自然災害の影響

による企業の生産活動の停滞や、欧州を発端とした財政・金融危機による急激な円高などの通貨不安に

伴い、景気の先行きの不透明感が強まっております。 

一方、当社が属するインターネット広告市場は成長が続いており、㈱電通発表の「日本の広告費」に

よりますと、平成22年における日本の総広告費は前年比98.7％と３年連続で減少する中、前年比

109.6％の市場成長となりました。特に、近年ではスマートフォンが急速に普及しており、その新たな

市場の拡大が期待されております。 

こうした環境のもと当社グループは、モバイル広告事業の売上拡大とメディア事業の収益力強化に加

え、中長期的な成長持続に向けて、スマートフォン関連事業への取組み及び今後の事業拡大に備えたイ

ンフラ強化に取り組んでまいりました。 

これらの結果、当連結会計年度の売上高は10,564,767千円（前年同期比19.0％増）、営業利益は

43,378千円（前年同期比68.9％減）、経常利益は35,091千円（前年同期比73.7％減）となりましたが、

本社移転に伴う減損損失57,360千円を計上した影響等により、当期純損失41,480千円（前年同期は

117,566千円の利益）となりました。 

  

セグメント別の業績は、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、大手媒体の拡販に積極的に取り

組んだこと等により、売上高は9,225,957千円、セグメント利益は302,299千円となりました。  

  

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」、スマートフォン向けアプリ開発、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、ウェブサイトの収益化に積極的に取り組みましたが、震災等の影響によ

り前年比で減収となりました。インターネットリサーチにおきましては、顧客・案件の多様化に取り組

みました。スマートフォン向けアプリ開発におきましては、iOS及びAndroid向けの有料・無料アプリを

多数リリースしました。スポーツマーケティングにおきましては、自社メディアの強化に積極的に取り

組みました。 

 これらの結果、メディア事業の売上高は1,338,810千円、セグメント利益は46,703千円となりまし

た。 

  

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析
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①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は、2,576,785千円となり、前連結会計年度末と比べ、120,698千円の増加

となりました。これは主に、オフィス移転に伴う固定資産の購入及びソフトウェアの取得によるもので

あります。 

当連結会計年度末の負債は、2,035,458千円となり、前連結会計年度末と比べ、132,306千円の増加と

なりました。これは主に、新規借入を行ったことによるものであります。 

当連結会計年度末の純資産は、541,327千円となり、前連結会計年度末と比べ、11,607千円の減少と

なりました。これは主に、当期純損失を計上したことによるものであります。 

  

②キャッシュ・フローの状況  

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末と比べ

57,031千円増加し、541,059千円となりました。当連結会計年度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） 

 営業活動の結果得られた資金は51,974千円（前年同期は316,985千円の獲得）となりました。これは

主に税金等調整前当期純損失35,684千円及び仕入債務の減少による95,721千円の支出を、減損損失

57,360千円、減価償却費46,396千円、投資有価証券評価損24,567千円、株式報酬費用20,555千円により

カバーしたことによるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は218,578千円（前年同期は20,616千円の使用）となりました。これは

主にオフィス移転に伴う差入保証金の差入及び無形固定資産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） 

 財務活動の結果得られた資金は223,635千円（前年同期は171,154千円の使用）となりました。これは

新規借入を行ったことによるものであります。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
  

・自己資本比率：自己資本／総資産 

・時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

・キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

・インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

(注1) 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

(注2) キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

(注3) 有利子負債は貸借対照表に計上される負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としています。 

（２）財政状態に関する分析

平成21年12月期 平成22年12月期 平成23年12月期

自己資本比率 27.6％ 22.0％ 19.7％

時価ベースの自己資本比率 146.8％ 107.7％ 99.8％

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 97.2％ 68.4％ 833.9％

インタレスト・カバレッジ・レシオ 4,362.1％ 5,334.9％ 755.5％
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当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題と認識しており、今後の事業拡大に備えた内部留保

の充実を図りながら、業績に応じた配当を行うことを基本方針としております。 

なお、当期につきましては、利益剰余金がマイナスのため、無配としております。 

  

(1) 以下において、当社グループの事業展開その他に関するリスク要因となる可能性があると考えられ

る主な事項を記載しております。また、必ずしもリスク要因に該当しない事項についても、投資者の投

資判断上重要であると考えられる事項については、積極的に開示しております。 

 なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、発生の回避及び発生した場

合の対応に努める方針であります。 

当社の業績は、国内外の経済状況によって影響を受ける可能性があります。たとえば、クライアン

トの広告費支出の水準は景気変動に敏感に反応いたしますので、当社のサービスに対する需要もその

影響を受けて変動いたします。また、現在のところ、当社の事業に関して、事業継続に著しく重要な

影響を及ぼす法規則はありませんが、今後の法整備の結果次第では何らかの規則を受ける可能性があ

ります。 

当社の事業は、インターネットをはじめとする情報通信分野の技術を前提としておりますが、この

分野における技術の進展はめまぐるしく、将来の動向を完全に予見できない状態にあります。その動

向に的確に対応することによって、当社は事業機会を拡大してまいりたいと考えております。しか

し、技術の変化によって当社事業と競合する新たな代替商品が出現したり、大幅な設備投資が必要に

なる場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

当社の事業は、インターネット広告市場を主たる事業領域としておりますが、スマートフォンの急

速な普及など、インターネットを表示するデバイスの技術進化や多様化により、事業環境に大きな変

化が起こる可能性があります。当社のサービスも事業環境の変化に機動的な対応を図ってまいります

が、事業環境の変化が当社の想定を大きく上回る場合には、当社の業績に大きな影響を与える可能性

があります。 

当社は、積極的に他社と提携・協業を行ってまいりたいと考えております。それにより事業展開の

スピードアップを図ってまいりますが、他方で提携・協業して推進する事業が、当初の予想通りに推

移しない場合には、当社の業績に大きな影響を与える可能性があります。 

当社は、持続的成長を目指すため、今後も新規事業に積極的に取り組んでまいります。新規に事業

を立ち上げる際、必要に応じて人材採用、設備投資、開発費等の追加的な支出を行う可能性がありま

す。また、当該新規事業が安定収益を生むまでに時間を要した場合、及び当社の想定通りに事業が推

移しない場合には、当社の業績に大きな影響を与える可能性があります。 

天災地変、その他当社の責に帰さない事由や設備事故等の現時点では合理的に予測できない事由が

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

（４）事業等のリスク  

① 国内外の政治・経済の状況、各種規制等

② 急激な技術変化等による情報インフラの変動

③ 事業環境の急激な変化

④ 当社グループが他社と提携・協業して推進する事業の動向

⑤ 新規事業の成否

⑥ 外的要因（被災等を含む）により業務が支障をきたすリスク
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発生した場合には、当社の事業遂行が影響を受けることとなります。事業活動が停止したり、制約

を受けたりする場合には、当社の業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

当社では、「ドリームメール会員」登録などを通して獲得した個人情報を保有しております。当社

は、これらの個人情報の管理に関して、プライバシーポリシーを有しており、その遵守に努めており

ます。さらに、プライバシーマーク認定を取得するなど、個人情報の管理に関して水準の維持・向上

につながる取り組みを行っております。しかしながら、何らかの事故等によりこれらの情報が外部に

漏洩した場合、損害賠償請求や信用下落等によって、当社の業績に影響を与える可能性があります。

  

⑦ 情報漏洩にかかるリスク
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企業集団等の概要 

当社グループは、株式会社スパイア（当社）、連結子会社３社、親会社２社により構成され、モバ

イル広告事業およびメディア事業を営んでおります。 

当社及び主要関係会社の事業の概要並びに事業系統図は以下のとおりであります。 

(当社) 

・㈱スパイア 

モバイルメディアレップ事業及びメディア事業を主な事業内容としております。 

(子会社) 

・㈱インターライド 

当社が議決権の100.0％を所有する法人であります。同社は、モバイル広告代理事業を主な事業内

容としております。 

・㈱インターナショナルスポーツマーケティング 

当社が議決権の100.0%を所有する法人であります。同社は、インターネット上でのスポーツコンテ

ンツ提供やスポーツイベントの運営などを主な事業内容としております。 

 

  

２．企業集団の状況
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当社グループは、「社会にとって不可欠な企業となる」すなわち「事業を通じて、社会に貢献する」

「事業を通じて、人材を育成する」ことを経営理念としております。その理念のもと、「日本初・日本

発のあたらしい産業やサービスを創り出し、インターネットで世界をインスパイアする」ことを経営ビ

ジョンとして、事業を通じて新しい価値を創造することで、インターネットビジネスの頂点を目指して

まいります。 

  

当社は、中期的な経営指標として、売上高営業利益率と新規事業の成長率を重視して経営に取り組ん

でおります。 

  

当社グループは、既存のモバイル広告事業において培ったノウハウを活かし、高い成長が見込まれる

スマートフォン関連領域を中心に、新規サービスの開発・提供を積極的に推進し、高い収益性を有する

インターネット企業として中長期的な成長を実現してまいります。  

  

当社グループは、以下の点を主な経営課題として認識しております。 

当社グループは、成長性の高いスマートフォン関連領域において積極的な投資を継続し、収益性の

高いメディア事業におけるスマートフォン関連商品を早期に立ち上げることで、スマートフォン関連

事業の収益性の向上に取り組んでまいります。 

当社グループの事業を取り巻く市場環境や顧客の状況は常に変化を続けており、今後はさらに変化

の激しい事業環境になることが想定されます。そのため、既存の事業モデルに捉われることなく、市

場の動向を見極めた事業展開を図ってまいります。 

当社グループの属するインターネット市場は目まぐるしい変化と成長を続けており、今後のさらな

る成長のためには、優秀な人材の確保と育成が必要不可欠であります。そのため、新卒者の採用活動

に力を入れて優秀な若手社員を確保するとともに、育成研修の強化や各種人事施策の実施により早期

成長を促し、若手社員を積極的に登用することで、組織全体の強化を図ってまいります。 

  

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標  

（３）中長期的な会社の経営戦略  

（４）会社の対処すべき課題  

 ① スマートフォン関連事業の収益性の向上

 ② 事業環境の変化への対応

 ③ 優秀な人材の確保・育成
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４．連結財務諸表

（１）【連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成22年12月31日)

当連結会計年度
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 484,028 ※1 541,059

受取手形及び売掛金 1,599,273 1,573,804

たな卸資産 ※2 7,592 ※2 8,513

前渡金 20,861 14,251

前払費用 23,760 21,156

その他 2,051 698

貸倒引当金 △5,246 △4,032

流動資産合計 2,132,320 2,155,450

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※3 51,048 ※3 63,093

工具、器具及び備品（純額） ※3 28,068 ※3 37,481

有形固定資産合計 79,116 100,575

無形固定資産

のれん 26,055 25,806

その他 53,492 90,881

無形固定資産合計 79,547 116,687

投資その他の資産

投資有価証券 65,578 37,139

差入保証金 96,285 166,931

破産更生債権等 1,172 45

その他 3,238 0

貸倒引当金 △1,172 △45

投資その他の資産合計 165,103 204,071

固定資産合計 323,767 421,335

資産合計 2,456,087 2,576,785

負債の部

流動負債

買掛金 1,498,772 1,403,051

短期借入金 20,000 ※1 97,000

1年内返済予定の長期借入金 147,204 ※1 135,628

未払金 71,764 68,286

未払法人税等 9,696 10,060

その他 66,295 81,743

流動負債合計 1,813,733 1,795,769

固定負債

長期借入金 42,532 ※1 193,305

ポイント引当金 41,146 40,971

その他 5,740 5,411

固定負債合計 89,418 239,688

負債合計 1,903,151 2,035,458
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成22年12月31日)

当連結会計年度
(平成23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 885,021 877,142

利益剰余金 △1,547,383 △1,588,863

自己株式 △105,980 △88,776

株主資本合計 540,286 508,131

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 83 75

その他の包括利益累計額合計 83 75

新株予約権 12,565 33,121

純資産合計 552,935 541,327

負債純資産合計 2,456,087 2,576,785
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（２）【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

 【連結損益計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年１月１日
 至 平成23年12月31日)

売上高 8,881,214 10,564,767

売上原価 ※1 7,214,443 8,911,970

売上総利益 1,666,770 1,652,796

販売費及び一般管理費 ※2 1,527,253 ※2 1,609,418

営業利益 139,516 43,378

営業外収益

受取利息及び配当金 231 164

ポイント引当金戻入益 381 －

受取返戻金 165 －

その他 334 1,705

営業外収益合計 1,112 1,869

営業外費用

支払利息 5,941 6,879

その他 1,183 3,276

営業外費用合計 7,125 10,156

経常利益 133,504 35,091

特別利益

貸倒引当金戻入額 5,861 －

債務免除益 997 －

投資有価証券売却益 － 8,872

事業譲渡益 － 14,037

関係会社清算益 ※5 2,530 －

有価証券受贈益 1,195 －

特別利益合計 10,585 22,910

特別損失

固定資産除却損 ※3 995 ※3 4,248

投資有価証券評価損 － 24,567

関係会社清算損 ※6 1,678 －

事業整理損 ※7 2,935 955

減損損失 ※4 10,821 ※4 57,360

事務所移転費用 － 6,554

たな卸資産評価損 131 －

特別損失合計 16,562 93,687

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△）

127,527 △35,684

法人税、住民税及び事業税 9,960 5,795

法人税等調整額 － －

法人税等合計 9,960 5,795

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △41,480

当期純利益又は当期純損失（△） 117,566 △41,480
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  【連結包括利益計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △41,480

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － △8

その他の包括利益合計 － △8

包括利益 － △41,488

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － △41,488

少数株主に係る包括利益 － －
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（３）【連結株主資本等変動計算書】

（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,308,628 1,308,628

当期末残高 1,308,628 1,308,628

資本剰余金

前期末残高 885,021 885,021

当期変動額

自己株式の処分 － △7,878

当期変動額合計 － △7,878

当期末残高 885,021 877,142

利益剰余金

前期末残高 △1,664,950 △1,547,383

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） 117,566 △41,480

当期変動額合計 117,566 △41,480

当期末残高 △1,547,383 △1,588,863

自己株式

前期末残高 △105,971 △105,980

当期変動額

自己株式の取得 △8 △10

自己株式の処分 － 17,213

当期変動額合計 △8 17,203

当期末残高 △105,980 △88,776

株主資本合計

前期末残高 422,728 540,286

当期変動額

自己株式の取得 △8 △10

自己株式の処分 － 9,335

当期純利益又は当期純損失（△） 117,566 △41,480

当期変動額合計 117,557 △32,155

当期末残高 540,286 508,131
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（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

前期末残高 65 83

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

18 △8

当期変動額合計 18 △8

当期末残高 83 75

その他の包括利益累計額合計

前期末残高 65 83

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

18 △8

当期変動額合計 18 △8

当期末残高 83 75

新株予約権

前期末残高 － 12,565

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 12,565 20,555

当期変動額合計 12,565 20,555

当期末残高 12,565 33,121

純資産合計

前期末残高 422,793 552,935

当期変動額

自己株式の取得 △8 △10

自己株式の処分 － 9,335

当期純利益又は当期純損失（△） 117,566 △41,480

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 12,584 20,547

当期変動額合計 130,141 △11,607

当期末残高 552,935 541,327
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（４）【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△）

127,527 △35,684

減価償却費 44,251 46,396

事業整理損失 2,935 955

減損損失 10,821 57,360

事務所移転費用 － 6,554

のれん償却額 5,197 7,118

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,596 △2,341

ポイント引当金の増減額（△は減少） 20,758 2,481

受取利息及び受取配当金 △231 △164

支払利息 5,941 6,879

固定資産除却損 995 4,248

株式報酬費用 12,565 20,555

投資有価証券評価損益（△は益） － 24,567

投資有価証券売却損益（△は益） － △8,872

事業譲渡損益（△は益） － △14,037

関係会社清算益 △2,530 －

関係会社清算損 1,678 －

売上債権の増減額（△は増加） △660,648 25,469

たな卸資産の増減額（△は増加） 18,989 －

前払費用の増減額（△は増加） 6,032 －

未収入金の増減額（△は増加） 855 －

仕入債務の増減額（△は減少） 706,784 △95,721

未払金の増減額（△は減少） △13,974 △4,271

その他 40,191 21,964

小計 332,738 63,456

利息及び配当金の受取額 231 164

利息の支払額 △5,816 △7,008

法人税等の支払額 △10,167 △4,637

営業活動によるキャッシュ・フロー 316,985 51,974
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

差入保証金の差入による支出 － △71,152

差入保証金の回収による収入 2,000 506

有形固定資産の取得による支出 △5,842 △77,767

資産除去債務の履行による支出 － △22,000

無形固定資産の取得による支出 △32,420 △80,901

投資有価証券の取得による支出 △32,000 －

投資有価証券の売却による収入 － 12,736

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

※2 45,797 －

関係会社の清算による収入 2,530 －

関係会社の清算による支出 △1,678 －

事業譲渡による収入 － 20,000

その他 995 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △20,616 △218,578

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 224,000 377,000

短期借入金の返済による支出 △254,000 △300,000

長期借入れによる収入 50,000 342,350

長期借入金の返済による支出 △190,105 △203,153

ストックオプションの行使による収入 － 9,335

その他 △1,049 △1,896

財務活動によるキャッシュ・フロー △171,154 223,635

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 125,214 57,031

現金及び現金同等物の期首残高 358,813 484,028

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 484,028 ※1 541,059
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

（５）継続企業の前提に関する事項

前連結会計年度（自 平成22年１月１日 至 平成22年12月31日）

当連結会計年度（自 平成23年１月１日 至 平成23年12月31日）
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（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

(自  平成22年１月１日
至  平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年１月１日
至  平成23年12月31日)

１  連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数  ３社

(2) 連結子会社の名称

株式会社インターライド 

 株式会社インターナショナルスポー

ツマーケティング 

 株式会社凸風

連結の範囲の変更 

 当連結会計年度より、株式会社凸

風は新規設立のため、株式会社イン

ターナショナルスポーツマーケティ

ングは株式を取得したため、連結の

範囲に含めております。

(1) 連結子会社の数  ３社

(2) 連結子会社の名称

株式会社インターライド 

 株式会社インターナショナルスポー

ツマーケティング 

 株式会社凸風 

 

(3) 非連結子会社名

該当事項はありません。

なおERGO BRAINS,INC.（米国）に

ついては、当連結会計年度において

清算結了しております。

(3) 非連結子会社名

該当事項はありません。

２  持分法の適用に関する事

項

(1) 持分法適用の関連会社の数 ０社 (1) 持分法適用の関連会社の数 ０社

(2) 持分法非適用会社の主要会社名

該当事項はありません。

なお株式会社グリッド・ソリュー

ションズ及びERGO BRAINS,INC.（米

国）については、当連結会計年度に

おいて清算結了しております。

(2) 持分法非適用会社の主要会社名

該当事項はありません。

３  連結子会社の事業年度等

に関する事項

 連結子会社の決算日は、連結決算日

と一致しております。

同左

㈱スパイア（4309）　平成23年12月期決算短信

18



 

項目
前連結会計年度

(自  平成22年１月１日
至  平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年１月１日
至  平成23年12月31日)

４  会計処理基準に関する事

項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法

① 有価証券

イ.子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採

用しております。

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法

① 有価証券

―

 
 

ロ．その他有価証券

時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に基

づく時価法を採用しておりま

す。なお、評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定しております。

ロ．その他有価証券

時価のあるもの 

 同左 

 

時価のないもの 

移動平均法による原価法を採

用しております。

時価のないもの 

 同左

② たな卸資産

イ.商品

移動平均法による原価法(収益性

の低下による簿価切下げの方法)

を採用しております。

ロ.貯蔵品

終仕入原価法による原価法（収

益性の低下による薄価切下げの方

法）を採用しております。

② たな卸資産

イ.商品

   同左 

  

 

ロ.貯蔵品

    同左
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項目
前連結会計年度

(自  平成22年１月１日
至  平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年１月１日
至  平成23年12月31日)

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)

イ.平成19年３月31日以前に取得し

た有形固定資産

旧定率法を採用しておりま

す。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)

イ.平成19年３月31日以前に取得し

た有形固定資産

同左

ロ.平成19年４月１日以降に取得し

た有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

 建物     ８～22年 

 器具及び備品 ４～15年

また、平成19年３月31日以前に取

得したものについては、償却可能

限度額まで償却が終了した翌年か

ら５年間で均等償却する定額法に

よっております。

ロ.平成19年４月１日以降に取得し

た有形固定資産

同左

② 無形固定資産(リース資産を除く)

ソフトウェア(自社利用) 

社内における見込利用可能期間

(５年)に基づく定額法を採用して

おります。

② 無形固定資産(リース資産を除く)

ソフトウェア(自社利用)

社内における見込利用可能期間

(３～５年)に基づく定額法を採用

しております。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零として算定する定額法を

採用しております。 

なお、平成20年12月31日以前の所

有権移転外ファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸借契

約に係る方法に準じた会計処理に

よっております。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産 

 
同左 
 

④ 長期前払費用

定額法を採用しております。

④ 長期前払費用
同左 
 

㈱スパイア（4309）　平成23年12月期決算短信

20



 

項目
前連結会計年度

(自  平成22年１月１日
至  平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年１月１日
至  平成23年12月31日)

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備え

て、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性

を検討し、回収不能見込額を計上

しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金
同左 
 

② ポイント引当金

ドリームメール会員等に対し、メ

ール受信・アンケート回答等に関

して付与したポイントの使用によ

り今後発生すると見込まれる景品

交換費用等に備えるため、当連結

会計年度末において将来使用され

ると見込まれる額を計上しており

ます。 

また、モバイルＥコマース商品購

入者に対し、今後発生すると見込

まれる景品交換費用等に備えるた

め、当連結会計年度末において将

来使用されると見込まれる額を計

上しております。

② ポイント引当金

ドリームメール会員等に対し、メ

ール受信・アンケート回答等に関

して付与したポイントの使用によ

り今後発生すると見込まれる景品

交換費用等に備えるため、当連結

会計年度末において将来使用され

ると見込まれる額を計上しており

ます。 

 

― (4) のれんの償却方法及び償却期間

５年間で均等償却しております。

― (5) 連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日

から３カ月以内に満期日の到来す

る定期預金からなっております。

(6) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項

(6) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項

消費税等の処理方法

税抜方式により処理しておりま

す。

消費税等の処理方法

同左 
 

５  連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価方法

は、全面時価評価法によっておりま

す。

―

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

のれんは、５年間で均等償却しており

ます。

―

７  連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資産（現金及び現金同等物）は、手

許現金、要求払預金及び取得日から３

カ月以内に満期日の到来する定期預金

からなっております。

―
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（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

会計方針の変更

前連結会計年度
(自  平成22年１月１日
至  平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年１月１日
至  平成23年12月31日)

─ （資産除去債務に関する会計基準等）
当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基

準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び
「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会
計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用して
おります。

これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当期
純損失に与える影響はありません。

表示方法の変更

前連結会計年度
(自  平成22年１月１日
至  平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年１月１日
至  平成23年12月31日)

─ （連結損益計算書関係）

当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基
準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づ
き、財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成
21年３月24日 内閣府令第５号）を適用し、「少数株主
損益調整前当期純損失」の科目で表示しております。

― （連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度にいて区分掲記しておりました「たな
卸資産の増減額（△は増加）」（当連結会計年度 △
2,503千円）「前払費用の増減額（△は増加）」（当連
結会計年度 2,603千円）「未収入金の増減額（△は増
加）」（当連結会計年度 377千円）は、重要性が乏しく
なったため、当連結会計年度においては営業活動による
キャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しており
ます。

追加情報

前連結会計年度
(自  平成22年１月１日
至  平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年１月１日
至  平成23年12月31日)

─ 当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計
基準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適
用しております。ただし、「その他の包括利益累計額」
及び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度
の金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額
等合計」の金額を記載しております。
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（８）連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成22年12月31日)

当連結会計年度 
(平成23年12月31日)

           ―

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

※２ たな卸資産の内容は下記の通りであります。

  商品

  貯蔵品

7,588千円

3千円

 

 

 

※１ 担保資産及び担保付債務

   担保に供している資産は以下のとおりでありま

す。

現金及び預金 50,000千円

  計 50,000千円

   担保付債務は以下のとおりであります。

短期借入金 67,000千円

１年内返済予定の長期借

入金
87,600千円

長期借入金 141,000千円

  計 295,600千円

※２ たな卸資産の内容は下記の通りであります。

  商品

  貯蔵品

634千円

7,878千円

 

※３ 有形固定資産の減価償却累計額は下記の通りであ

ります。

  減価償却累計額 166,655千円

※３ 有形固定資産の減価償却累計額は下記の通りであ

ります。

  減価償却累計額 155,971千円
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

※１ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低
下による簿価切下額

売上原価 10,365千円

           ― 
 

 

※２ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

の通りであります。

給与手当 617,669千円

広告宣伝費

貸倒引当金繰入額

187,159千円

4,596千円

 

※２  販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

の通りであります。

給与手当 668,595千円

広告宣伝費

貸倒引当金繰入額

162,345千円

293千円

※３ 固定資産除却損の内容は次の通りであります。

工具、器具及び備品 328千円

ソフトウェア 666千円

合計 995千円

※３ 固定資産除却損の内容は次の通りであります。

工具、器具及び備品 349千円

ソフトウェア 3,899千円

合計 4,248千円

 

※４ 減損損失

当連結会計年度において、当社は以下の資産グル

ープについて減損損失を計上いたしました。

場所 用途 種類

東京都 

港区
メディア事業用資産 ソフトウェア

 当社は、原則として事業の種類別に資産のグル

ープ化を行っております。 

 営業活動から生ずる損益が継続してマイナスと

なっており、かつ将来キャッシュ・フローの見積

り総額が帳簿価額を下回る資産グループについ

て、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失としております。回収可能価額に

ついては正味売却価額により測定しており、１円

として評価しております。 

 減損損失は合計で10,821千円であり、その内訳

は全額ソフトウェアであります。

 

※４ 減損損失

当連結会計年度において、当社は以下の資産グル

ープについて減損損失を計上いたしました。

場所 用途 種類 減損損失

東京都 

港区

本社 

事務所

建物 56,017千円

工具、器具及び備品 1,343千円

合計 57,360千円

 当社グループは、稼働資産については、主とし

て管理会計上の区分に基づき、グルーピングを実

施しております。但し、資産の処分や事業の廃止

に関する意思決定を行った資産及び将来の使用が

見込まれない遊休資産については、個別資産ごと

にグルーピングを行っております。 

 本社事務所の建物、器具及び備品については、

当連結会計年度において本社移転の意思決定を行

い、除却する見込みとなったため、帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失と

しております。

（回収可能価額の算定方法）

 当該資産の回収可能価額は、移転時までの減価

償却費相当分を使用価値として測定しておりま

す。

※５ 関係会社清算益は、株式会社グリッド・ソリュー
ションズの清算結了に伴う配当金の受取によるも
のであります。

※６ 関係会社清算損は、ERGO BRAINS,INC.(米国)の清
算によるものであります。

※７ 事業整理損は、連結子会社である株式会社凸風に
おけるソーシャルゲーム事業の整理に伴う費用で
あります。

―

― 
 

― 
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当連結会計年度（自 平成23年１月１日 至 平成23年12月31日） 

 

(連結包括利益計算書関係)

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益

親会社株主に係る包括利益 117,584千円

少数株主に係る包括利益 －千円

計 117,584千円

  ※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益

その他有価証券評価差額金 18千円
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前連結会計年度（自  平成22年１月１日  至  平成22年12月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
（注）自己株式の普通株式の増加は、単元未満株式の買取による増加であります。 

  

２ 新株予約権に関する事項 

 
(注) １ 平成17年12月第２回新株予約権の当連結会計年度の減少は、権利行使期間終了によるものであります。 

２ 平成18年４月第３回新株予約権の当連結会計年度の減少は、新株予約権の消却によるものであります。 

３ 平成21年５月第４回新株予約権の当連結会計年度の減少は、新株予約権の消却によるものであります。 

４ 平成21年５月第５回新株予約権の当連結会計年度の減少は、新株予約権の消却によるものであります。 

５ 平成22年５月第６回新株予約権の当連結会計年度の増加は、新株予約権の発行によるものであります。 

６ 平成22年５月第７回新株予約権の当連結会計年度の増加は、新株予約権の発行によるもの、減少は新株予約

権の消却によるものであります。 

７ 平成21年５月第５回新株予約権、平成22年５月第６回新株予約権及び第７回新株予約権は、権利行使期間の

初日が到来しておりません。 
       

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度末株
式数 (株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数(株）

発行済株式の種類

普通株式 18,628,830 ─ ─ 18,628,830

合計 18,628,830 ─ ─ 18,628,830

自己株式の種類

普通株式 617,932 80 ─ 618,012

合計 617,932 80 ─ 618,012

区分 内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計年
度末残高（千
円）前連結会計

年度末
当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

平成13年５月 
新株引受権

普通株式 291,600 ― ― 291,600 ―

平成13年11月 
新株引受権

普通株式 2,300 ― ― 2,300 ―

平成17年12月 
第２回 
新株予約権 
(注)1

普通株式 53,100 ― 53,100 ― ―

平成18年４月 
第３回 
新株予約権 
(注)２

普通株式 43,000 ― 1,000 42,000 ―

平成21年５月 
第４回 
新株予約権  
(注)３

普通株式 496,164 ― 69,310 426,854 ―

平成21年５月 
第５回 
新株予約権   
(注)４、７

普通株式 50,668 ― 2,868 47,800 ―

平成22年５月 
第６回 
新株予約権 
(注)５、７

普通株式 ― 221,500 ― 221,500 4,503

平成22年５月 
第７回 
新株予約権 
(注)６、７

普通株式 ― 425,500 29,000 396,500 8,062

合計 ― ― ― ― ― ― 12,565
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当連結会計年度（自  平成23年１月１日  至  平成23年12月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
（注）１．自己株式の普通株式の増加は、単元未満株式の買取による増加であります。 

 ２．自己株式の普通株式の減少は、ストック・オプションの権利行使に伴う減少であります。 

  

２ 新株予約権に関する事項 

 
(注) １ 平成13年５月新株引受権の当連結会計年度の減少は、権利行使期間終了によるものであります。 

２ 平成13年11月新株引受権の当連結会計年度の減少は、権利行使期間終了によるものであります。 

３ 平成21年５月第４回新株予約権の当連結会計年度の減少は、新株予約権の権利行使によるものであります。

４ 平成21年５月第５回新株予約権の当連結会計年度の減少は、新株予約権の消却によるものであります。 

５ 平成22年５月第７回新株予約権の当連結会計年度の減少は、新株予約権の消却によるものであります。 

６ 平成23年２月第８回新株予約権の当連結会計年度の増加は、新株予約権の発行によるものであり、減少は新

株予約権の消却によるものであります。 

７ 平成22年５月第６回新株予約権及び第７回新株予約権、平成23年２月第８回新株予約権は、権利行使期間の

初日が到来しておりません。 

前連結会計年度末株
式数 (株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数(株）

発行済株式の種類

普通株式 18,628,830 ─ ─ 18,628,830

合計 18,628,830 ─ ─ 18,628,830

自己株式の種類

普通株式 618,012 70 100,380 517,702

合計 618,012 70 100,380 517,702

区分 内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計年
度末残高（千
円）前連結会計

年度末
当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

平成13年５月 
新株引受権 
(注)１

普通株式 291,600 ― 291,600 ― ―

平成13年11月 
新株引受権 
(注)２

普通株式 2,300 ― 2,300 ― ―

平成18年４月 
第３回 
新株予約権

普通株式 42,000 ― ― 42,000 ―

平成21年５月 
第４回 
新株予約権  
(注)３

普通株式 426,854 ― 100,380 326,474 ―

平成21年５月 
第５回 
新株予約権   
(注)４

普通株式 47,800 ― 7,648 40,152 ―

平成22年５月 
第６回 
新株予約権 
(注)７

普通株式 221,500 ― ― 221,500 11,259

平成22年５月 
第７回 
新株予約権 
(注)５、７

普通株式 396,500 ― 27,500 369,000 18,757

平成23年２月 
第８回 
新株予約権 
(注)６、７

普通株式 ― 58,000 5,500 52,500 3,104

合計 ― ― ― ― ― ― 33,121
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自  平成22年１月１日
至  平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年１月１日
至  平成23年12月31日)

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表
に掲記されている科目の金額との関係

(平成22年12月31日)
現金及び預金勘定 484,028千円
現金及び現金同等物 484,028千円

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表
に掲記されている科目の金額との関係

(平成23年12月31日)
現金及び預金勘定 541,059千円
現金及び現金同等物 541,059千円

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社
の資産及び負債の主な内訳

    株式の取得により新たに連結したことに伴う連
結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得
価額と取得による資産（純額）との関係は次のと
おりであります。
 流動資産 118,462千円
 固定資産
 のれん

59,793千円
26,908千円

 流動負債 △117,157千円
 固定負債 △87,123千円
 株式の取得価額
 現金及び現金同等物
 差引：取得による収入

884千円
46,681千円
45,797千円

          ―

㈱スパイア（4309）　平成23年12月期決算短信

28



(リース取引関係)

前連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

1 ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引 
 (1)リース資産の内容 
  有形固定資産

 主としてコピー機（器具及び備品）であります。
 (2)リース資産の減価償却方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定
額法によっております。

2 リース取引開始日が平成20年12月31日以前の所有権
移転外ファイナンス・リース取引

 所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、
リース取引開始日が平成20年12月31日以前のリース
取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準
じた会計処理を採用しており、その内容は以下のと
おりであります。

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

有形固定資産
(器具備品)

取得価額相当額 6,775千円

減価償却累計額相当額 3,571千円

期末残高相当額 3,203千円
 

1 ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引 
 (1)リース資産の内容 
  有形固定資産

主としてコピー機（器具及び備品）であります。
(2)リース資産の減価償却方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定
額法によっております。

2 リース取引開始日が平成20年12月31日以前の所有権
移転外ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、
リース取引開始日が平成20年12月31日以前のリース
取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準
じた会計処理を採用しており、その内容は以下のと
おりであります。

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

有形固定資産
(器具備品)

取得価額相当額 ―千円

減価償却累計額相当額 ―千円

期末残高相当額 ―千円

②未経過リース料期末残高相当額

１年以内 1,164千円

１年超 2,104千円

合計 3,268千円
 

②未経過リース料期末残高相当額

１年以内 ―千円

１年超 ―千円

合計 ―千円

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 1,735千円

減価償却費相当額 607千円

支払利息相当額 34千円
 

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 1,110千円

減価償却費相当額 276千円

支払利息相当額 14千円

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

 減価償却費相当額の算定方法

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定
額法によっております。

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

 減価償却費相当額の算定方法

同左

利息相当額の算定方法

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額
を利息相当額とし、各期への配分方法については、
利息法によっております。

利息相当額の算定方法

同左

(減損損失について)

 リース資産に配分された減損損失はありませんの
で、項目等の記載は省略しております。

―
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  前連結会計年度 （自 平成22年1月1日 至 平成22年12月31日） 

１. 金融商品の状況に関する事項 

（１） 金融商品に対する取組方針 

当社グループは、資金の状況及び金融市場の状況を鑑み、資金運用については安全性、流動性を重視

した金融資産を所有しております。また、資金調達については安定性、経済性、機動性に配慮した手段

を採用しております。デリバティブ取引については、実施しておりません。 

  

（２） 金融商品の内容及びそのリスク 

当社グループの営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。有価

証券及び投資有価証券は、主に当社グループの業務上関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動

リスクに晒されております。 

当社グループの営業債務である買掛金及び未払金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。ま

た、借入金のうち、主なものは運転資金対応のものとなります。また、長期借入金は固定金利であるた

め金利の変動リスクはございません。 

  

（３） 金融商品に関するリスク管理体制 

① 信用リスク（取引先の契約不履行当に係るリスク）の管理 

 当社グループは、営業債権について経理規程に基づき経理担当部署により、債権先毎に与信限  

  度額の設定、債権残高の期日管理の徹底、財務状況の定期的なモニタリングを行うことで滞留債  

  権の発生防止を図っております。 

② 市場リスク（為替、金利等の変動リスク）の管理 

  当社グループは、投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況 

  等を把握しております。 

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払が出来ないリスク）の管理 

  当社グループは、管理部門において各社の短期の資金繰り、資金計画を作成し、流動性リスク  

  を管理しております。 

  

（４） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された

価額が含まれています。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等

を採用することにより、当該価額が変動することがあります。 

  

(金融商品関係)
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２．金融商品の時価等に関する事項 

平成22年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については以下の通りです。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。(注２をご参

照ください。) 

                                         （単位：千円）

 
   (注) 長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金の金額を含んでおります。 

  

（注１） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項 

資 産 

(1)現金及び預金、並びに（2）受取手形及び売掛金 

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま

す。 

(3)投資有価証券  

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。 

負 債 

(1) 買掛金、並びに (2) 短期借入金 

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま

す。 

(3) 長期借入金 

長期借入金の時価については、市場価格が無いため、元利金の合計額を、同様の新規借入を行う際

に想定される利率で割り引いて算定しております。 

  

（注２） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

 
非上場株式等については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握

することが困難と認められるため、含めておりません。 

  

  連結貸借対照表
計上額

時価 差額

（1）現金及び預金 484,028 484,028 ―

（2）受取手形及び売掛金 1,599,273 1,599,273 ―

（3）投資有価証券 
   その他の有価証券

118 118 ―

 資産計 2,083,419 2,083,419 ―

（1）買掛金 1,498,772 1,498,772 ―

（2）短期借入金 20,000 20,000 ―

（3）長期借入金(注) 189,736 190,698 962

 負債計 1,708,509 1,709,471 962

 区分 連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式等 65,460
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（注３） 満期のある金銭債権及び有価証券の連結決算日後の償還予定額 

 
  

（注４） 長期借入金、及びその他有利子負債の連結決算日後の返済予定額 

 
  

（追加情報） 

当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年3月10日）及

び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日）

を適用しております。 

 当連結会計年度 （自 平成23年1月1日 至 平成23年12月31日） 

１. 金融商品の状況に関する事項 

（１） 金融商品に対する取組方針 

当社グループは、資金の状況及び金融市場の状況を鑑み、資金運用については安全性、流動性を重視

した金融資産を所有しております。また、資金調達については安定性、経済性、機動性に配慮した手段

を採用しております。デリバティブ取引については、実施しておりません。 

  

（２） 金融商品の内容及びそのリスク 

当社グループの営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。有価

証券及び投資有価証券は、主に当社グループの業務上関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動

リスクに晒されております。 

当社グループの営業債務である買掛金及び未払金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。ま

た、借入金のうち、主なものは運転資金対応のものとなります。また、長期借入金は固定金利であるた

め金利の変動リスクはございません。 

  

 
1年以内
(千円)

1年超5年以内
(千円)

5年超10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 484,028 ― ― ―

受取手形及び売掛金 1,599,273 ― ― ―

合計 2,083,301 ― ― ―

 
1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

5年超
(千円)

長期借入金 147,204 30,008 12,524 ― ― ―

合計 147,204 30,008 12,524 ― ― ―
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（３） 金融商品に関するリスク管理体制 

① 信用リスク（取引先の契約不履行当に係るリスク）の管理 

 当社グループは、営業債権について経理規程に基づき経理担当部署により、債権先毎に与信限  

  度額の設定、債権残高の期日管理の徹底、財務状況の定期的なモニタリングを行うことで滞留債  

  権の発生防止を図っております。 

② 市場リスク（為替、金利等の変動リスク）の管理 

  当社グループは、投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況 

  等を把握しております。 

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払が出来ないリスク）の管理 

  当社グループは、管理部門において各社の短期の資金繰り、資金計画を作成し、流動性リスク  

  を管理しております。 

  

（４） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された

価額が含まれています。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等

を採用することにより、当該価額が変動することがあります。 

  

２．金融商品の時価等に関する事項 

平成23年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については以下の通りです。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。(注２をご参

照ください。) 

                                       （単位：千円）  

 
    (注) 長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金の金額を含んでおります。 

  

  連結貸借対照表
計上額

時価 差額

（1）現金及び預金 541,059 541,059 ―

（2）受取手形及び売掛金 1,573,804 1,573,804 ―

（3）投資有価証券 
   その他の有価証券

110 110 ―

 資産計 2,114,974 2,114,974 ―

（1）買掛金 1,403,051 1,403,051 ―

（2）短期借入金 97,000 97,000 ―

（3）長期借入金 (注) 328,933 326,287 2,645

 負債計 1,828,984 1,826,338 2,645

㈱スパイア（4309）　平成23年12月期決算短信

33



  
（注１） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項 

資 産 

(1)現金及び預金、並びに（2）受取手形及び売掛金 

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま

す。 

(3)投資有価証券  

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。 

負 債 

(1) 買掛金、並びに(2)短期借入金 

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま

す。 

(3) 長期借入金 

長期借入金の時価については、市場価格が無いため、元利金の合計額を、同様の新規借入を行う際に

想定される利率で割り引いて算定しております。 
  

（注２） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

 
非上場株式等については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握

することが困難と認められるため、含めておりません。 

  

（注３） 満期のある金銭債権及び有価証券の連結決算日後の償還予定額 

 
  

（注４） 長期借入金、及びその他有利子負債の連結決算日後の返済予定額 

 
  

 区分 連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式等 37,029

 
1年以内
(千円)

1年超5年以内
(千円)

5年超10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 541,059 ― ― ―

受取手形及び売掛金 1,573,804 ― ― ―

合計 2,114,863 ― ― ―

 
1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

5年超
(千円)

長期借入金 135,628 137,064 56,241 ― ― ―

合計 135,628 137,064 56,241 ― ― ―
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前連結会計年度(平成22年12月31日) 

１ その他有価証券 

 
(注) 表中の取得原価は減損処理後の取得価格であります。 

  

当連結会計年度(平成23年12月31日) 

１ その他有価証券 

 
(注) 表中の取得原価は減損処理後の取得価格であります。 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 
３ 減損処理を行った有価証券 

当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損 24,567千円を計上しております。 

  前連結会計年度(自  平成22年１月１日  至  平成22年12月31日) 

  該当事項はありません。 

  

  当連結会計年度(自  平成23年１月１日  至  平成23年12月31日) 

  該当事項はありません。 

  

(有価証券関係)

区分
連結貸借対照表計上額

(千円)
取得原価
(千円)

差額 
(千円)

連結貸借対照表計上額が取得価額を
超えるもの

株式 118 35 83

債券 ― ― ―

その他 ― ― ―

合計 118 35 83

区分
連結貸借対照表計上額

(千円)
取得原価
(千円)

差額 
(千円)

連結貸借対照表計上額が取得価額を
超えるもの

株式 110 35 75

債券 ― ― ―

その他 ― ― ―

合計 110 35 75

区分
売却額 
（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

株式 12,736 8,872 ―

債券 ― ― ―

その他 ― ― ―

合計 12,736 8,872 ―

(デリバティブ取引関係)
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前連結会計年度(自  平成22年１月１日  至  平成22年12月31日) 

１．当連結会計年度における費用計上額及び科目 

   販売費及び一般管理費（株式報酬費用） 12,565千円 

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

 
  

 
  

(ストック・オプション等関係)

平成13年５月
ストック・オプション

平成13年11月 
ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
当社取締役 ３名
当社従業員 26名 
認定支援者 ６名

当社従業員 26名

株式の種類別のストック・
オプションの数 (注) 1

普通株式 591,700株 普通株式 49,900株

付与日 平成13年５月28日 平成13年11月16日

権利確定条件 (注) ２ (注) ２

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
自 平成13年５月28日
至 平成23年５月27日

自 平成13年11月16日 
至 平成23年11月15日

平成17年12月
ストック・オプション

平成18年４月 
ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
当社取締役 ３名
当社従業員 78名

当社取締役 ８名 
当社監査役 ３名 
当社従業員 64名

株式の種類別のストック・
オプションの数 (注) 1

普通株式 234,500株 普通株式 106,500株

付与日 平成17年12月22日 平成18年４月20日

権利確定条件 (注) ２ (注) ２

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
自 平成20年１月１日
至 平成22年５月31日

自 平成22年１月１日 
至 平成26年12月31日

平成21年５月
ストック・オプション①

平成21年５月 
ストック・オプション②

付与対象者の区分及び人数
当社取締役 ７名
当社従業員 36名

当社監査役 １名 
当社従業員 16名 
社外協力者 １名

株式の種類別のストック・
オプションの数 (注)１

普通株式 513,372株 普通株式 76,958株

付与日 平成21年５月１日 平成21年５月１日

権利確定条件 (注) ３ (注) ４

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
自 平成22年５月１日
至 平成27年４月30日

自 平成23年１月１日 
至 平成28年12月31日
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 (注) １ 株式数に換算して記載しております。 

    ２ 権利行使の条件は以下のとおりです。 

①新株予約権者は、新株予約権行使時において、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位に

あることを要する。ただし、任期満了による退任、定年による退職の場合は、この限りではない。 

②新株予約権者のうち、社外協力者は、新株予約権の行使時においても、社外協力者であること、又は当社

及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員であることを要する。 

③新株予約権者の譲渡、質入れその他処分及び相続は認めない。 

④その他の条件については、本総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新

株予約権者割当契約」に定めるところによる。 

   ３ 権利行使の条件は以下のとおりです。 

①新株予約権者が、新株予約権の付与時から行使時点まで、当社又は当社が発行済株式（議決権のあるもの

に限る。）又は持分の100分の50を超える数の株式（議決権のあるものに限る。）又は持分を直接又は間接

に保有する会社（以下、「当社の子会社」という。）の取締役、監査役、従業員、アルバイト及び出向者

（以下、この五者を併せて「役員・社員」という。）たる地位を有していること。但し、次に掲げる者は、

当社又は当社の子会社の役員・社員たる地位を失った後も、当社又は当社の子会社の役員・社員たる地位を

有しているものとみなす。 

ア 当社又は当社の子会社の取締役又は監査役 任期満了による退任その他これに準ずる事由により当社又

は当社の子会社の役員・社員たる地位を失った者 

イ 当社又は当社の子会社の従業員及びアルバイト 当社の取締役会において正当な理由があると認めた者

ウ 当社又は当社の子会社の出向者 出向者たる地位を失った原因が当該出向者にある場合を除き出向元企

業の従業員であることその他当社の取締役会において正当な理由があると認めた者 

②その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

   ４ 権利行使の条件は以下のとおりです。 

①新株予約権者が、新株予約権の付与時から行使時点まで、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、従業

員、社外協力者（以下、この四者を併せて「役員・社員」という。）たる地位を有していること。 

 但し、次に掲げる者は、当社又は当社の子会社の役員・社員たる地位を失った後も、当社又は当社の子会

社の役員・社員たる地位を有しているものとみなす。 

ア 当社又は当社の子会社の取締役又は監査役 任期満了による退任その他これに準ずる事由により当社又

は当社の子会社の役員・社員たる地位を失った者 

イ 当社又は当社の子会社の従業員、社外協力者 当社の取締役会において正当な理由があると認めた者 

②その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

   ５ 権利行使の条件は以下のとおりです。 

①新株予約権者は、新株予約権の行使時においても当社及び当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位

 にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年による退職の場合、その他取締役会決議をもっ

て特に認めた場合はこの限りではない。 

②新株予約権の質入その他処分及び相続は認めない。 

③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところ

による。 

平成22年５月       
ストック・オプション①

平成22年５月 
ストック・オプション②

付与対象者の区分及び人数
当社取締役 ７名
当社監査役 ３名

当社従業員    122名 
当社子会社取締役  ３名 
当社子会社従業員  20名

株式の種類別のストック・
オプションの数 (注)１

普通株式 221,500株 普通株式 425,500株

付与日 平成22年５月12日 平成22年５月12日

権利確定条件 (注) ５ (注) ５

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
自 平成24年５月13日
至 平成27年５月12日

自 平成24年５月13日 
至 平成27年５月12日
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数につ

いては、株式数に換算して記載しております。 

 ①ストック・オプションの数 

 

 
  

平成13年５月
ストック・オプション

平成13年11月 
ストック・オプション

権利確定前     (株)

前事業年度末 ─ ─

付与 ─ ─

失効 ─ ─

権利確定 ─ ─

未確定残 ─ ─

権利確定後      (株)

前事業年度末 291,600 2,300

権利確定 ─ ─

権利行使 ─ ─

失効 ─ ─

未行使残 291,600 2,300

平成17年12月
ストック・オプション

平成18年４月 
ストック・オプション

権利確定前     (株)

前事業年度末 ― 43,000

付与 ― ─

失効 ― ─

権利確定 ― 43,000

未確定残 ― ─

権利確定後      (株)

前事業年度末 53,100 ─

権利確定 ─ 43,000

権利行使 ─ ─

失効 53,100 1,000

未行使残 ─ 42,000

平成21年５月
ストック・オプション①

平成21年５月 
ストック・オプション②

権利確定前     (株)

前事業年度末 496,164 50,668

付与 ─ ─

失効 16,730 2,868

権利確定 479,434 ─

未確定残 ─ 47,800

権利確定後      (株)

前事業年度末 ─ ─

権利確定 479,434 ─

権利行使 ─ ─

失効 52,580 ─

未行使残 426,854 ─
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３．当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

（1）使用した算定技法 

 ブラック・ショールズ式 

（2）使用した主な基礎数値及びその見積方法 

①株価変動性 61.0％ 

平成18年11月２日～平成22年５月７日の株価実績に基づき算定 

②予想残存期間 ３年５カ月 

十分なデータの蓄積が無く、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行

使されるものと推定して見積もっている。 

③予想配当 ０円/株 

④無リスク利子率 0.26％ 

予想残存期間に対応する期間の国債の利回り 

  

平成22年５月
ストック・オプション①

平成22年５月 
ストック・オプション②

権利確定前     (株)

前事業年度末 ─ ─

付与 221,500 425,500

失効 ─ 29,000

権利確定 ─ ─

未確定残 221,500 396,500

権利確定後      (株)

前事業年度末 ─ ─

権利確定 ─ ─

権利行使 ─ ─

失効 ─ ─

未行使残 ─ ─
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４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しておりま

す。 

 単価情報 

 
  

 
  

平成13年５月
ストック・オプション

平成13年11月 
ストック・オプション

権利行使価格       (円) 1,000 1,000

行使時平均株価      (円) ─ ─

公正な評価単価 (付与日) (円) ― ―

平成17年12月
ストック・オプション

平成18年４月 
ストック・オプション

権利行使価格       (円) 758 708

行使時平均株価      (円) ─ ─

公正な評価単価 (付与日) (円) ― ―

平成21年５月
ストック・オプション①

平成21年５月 
ストック・オプション②

権利行使価格       (円) 93 116

行使時平均株価      (円) ─ ─

公正な評価単価 (付与日) (円) ― ─

平成22年５月
ストック・オプション①

平成22年５月 
ストック・オプション②

権利行使価格       (円) 174 174

行使時平均株価      (円) ─ ─

公正な評価単価 (付与日) (円) 61 61
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当連結会計年度(自  平成23年１月１日  至  平成23年12月31日) 

１．当連結会計年度における費用計上額及び科目 

   販売費及び一般管理費（株式報酬費用） 20,555千円 

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

 
  

 
  

平成13年５月
ストック・オプション

平成13年11月 
ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
当社取締役 ３名
当社従業員 26名 
認定支援者 ６名

当社従業員 26名

株式の種類別のストック・
オプションの数 (注) 1

普通株式 591,700株 普通株式 49,900株

付与日 平成13年５月28日 平成13年11月16日

権利確定条件 (注) ２ (注) ２

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
自 平成13年５月28日
至 平成23年５月27日

自 平成13年11月16日 
至 平成23年11月15日

平成18年４月
ストック・オプション

平成21年５月 
ストック・オプション①

付与対象者の区分及び人数
当社取締役 ８名
当社監査役 ３名 
当社従業員 64名

当社取締役 ７名 
当社従業員 36名

株式の種類別のストック・
オプションの数 (注) 1

普通株式 106,500株 普通株式 513,372株

付与日 平成18年４月20日 平成21年５月１日

権利確定条件 (注) ２ (注) ３

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
自 平成22年１月１日
至 平成26年12月31日

自 平成22年５月１日 
至 平成27年４月30日

平成21年５月
ストック・オプション②

平成22年５月       
ストック・オプション①

付与対象者の区分及び人数
当社監査役 １名
当社従業員 16名 
社外協力者 １名

当社取締役 ７名 
当社監査役 ３名

株式の種類別のストック・
オプションの数 (注) 1

普通株式 76,958株 普通株式 221,500株

付与日 平成21年５月１日 平成22年５月12日

権利確定条件 (注) ４ (注) ５

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
自 平成23年１月１日
至 平成28年12月31日

自 平成24年５月13日 
至 平成27年５月12日
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 (注) １ 株式数に換算して記載しております。 

    ２ 権利行使の条件は以下のとおりです。 

①新株予約権者は、新株予約権行使時において、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位に

あることを要する。ただし、任期満了による退任、定年による退職の場合は、この限りではない。 

②新株予約権者のうち、社外協力者は、新株予約権の行使時においても、社外協力者であること、又は当社

及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員であることを要する。 

③新株予約権者の譲渡、質入れその他処分及び相続は認めない。 

④その他の条件については、本総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新

株予約権者割当契約」に定めるところによる。 

   ３ 権利行使の条件は以下のとおりです。 

①新株予約権者が、新株予約権の付与時から行使時点まで、当社又は当社が発行済株式（議決権のあるもの

に限る。）又は持分の100分の50を超える数の株式（議決権のあるものに限る。）又は持分を直接又は間接

に保有する会社（以下、「当社の子会社」という。）の取締役、監査役、従業員、アルバイト及び出向者

（以下、この五者を併せて「役員・社員」という。）たる地位を有していること。但し、次に掲げる者は、

当社又は当社の子会社の役員・社員たる地位を失った後も、当社又は当社の子会社の役員・社員たる地位を

有しているものとみなす。 

ア 当社又は当社の子会社の取締役又は監査役 任期満了による退任その他これに準ずる事由により当社又

は当社の子会社の役員・社員たる地位を失った者 

イ 当社又は当社の子会社の従業員及びアルバイト 当社の取締役会において正当な理由があると認めた者

ウ 当社又は当社の子会社の出向者 出向者たる地位を失った原因が当該出向者にある場合を除き出向元企

業の従業員であることその他当社の取締役会において正当な理由があると認めた者 

②その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

   ４ 権利行使の条件は以下のとおりです。 

①新株予約権者が、新株予約権の付与時から行使時点まで、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、従業

員、社外協力者（以下、この四者を併せて「役員・社員」という。）たる地位を有していること。 

 但し、次に掲げる者は、当社又は当社の子会社の役員・社員たる地位を失った後も、当社又は当社の子会

社の役員・社員たる地位を有しているものとみなす。 

ア 当社又は当社の子会社の取締役又は監査役 任期満了による退任その他これに準ずる事由により当社又

は当社の子会社の役員・社員たる地位を失った者 

イ 当社又は当社の子会社の従業員、社外協力者 当社の取締役会において正当な理由があると認めた者 

②その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

   ５ 権利行使の条件は以下のとおりです。 

①新株予約権者は、新株予約権の行使時においても当社及び当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位

にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年による退職の場合、その他取締役会決議をもって

特に認めた場合はこの限りではない。 

②新株予約権の質入その他処分及び相続は認めない。 

③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところ

による。 

平成22年５月
ストック・オプション②

平成23年３月 
ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
当社従業員    122名
当社子会社取締役  ３名 
当社子会社従業員  20名

当社従業員    11名 
当社子会社従業員 ４名

株式の種類別のストック・
オプションの数 (注) 1

普通株式 425,500株 普通株式 58,000株

付与日 平成22年５月12日 平成23年２月14日

権利確定条件 (注) ５ (注) ５

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
自 平成24年５月13日
至 平成27年５月12日

自 平成25年２月15日 
至 平成28年２月14日
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数につ

いては、株式数に換算して記載しております。 

 ①ストック・オプションの数 

  

 

 
  

平成13年５月
ストック・オプション

平成13年11月 
ストック・オプション

権利確定前     (株)

前事業年度末 ─ ─

付与 ─ ─

失効 ─ ─

権利確定 ─ ─

未確定残 ─ ─

権利確定後      (株)

前事業年度末 291,600 2,300

権利確定 ─ ─

権利行使 ― ―

失効 291,600 2,300

未行使残 ― ―

平成18年４月
ストック・オプション

平成21年５月 
ストック・オプション①

権利確定前     (株)

前事業年度末 ― ―

付与 ― ─

失効 ― ─

権利確定 ― ─

未確定残 ― ─

権利確定後      (株)

前事業年度末 42,000 426,854

権利確定 ─ ─

権利行使 ― 100,380

失効 ― ―

未行使残 42,000 326,474

平成21年５月
ストック・オプション②

平成22年５月 
ストック・オプション①

権利確定前     (株)

前事業年度末 47,800 221,500

付与 ─ ─

失効 ─ ―

権利確定 47,800 ─

未確定残 ─ 221,500

権利確定後      (株)

前事業年度末 ─ ─

権利確定 47,800 ─

権利行使 ― ─

失効 7,648 ─

未行使残 40,152 ─
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３．当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

（1）使用した算定技法 

 ブラック・ショールズ式 

（2）使用した主な基礎数値及びその見積方法 

①株価変動性 63.6％ 

平成19年８月10日～平成23年２月10日の株価実績に基づき算定 

②予想残存期間 ３年６カ月 

十分なデータの蓄積が無く、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行

使されるものと推定して見積もっている。 

③予想配当 ０円/株 

④無リスク利子率 0.45％ 

予想残存期間に対応する期間の国債の利回り 

  

平成22年５月
ストック・オプション②

平成23年３月 
ストック・オプション

権利確定前     (株)

前事業年度末 396,500 ─

付与 ─ 58,000

失効 27,500 5,500

権利確定 ─ ─

未確定残 369,000 52,500

権利確定後      (株)

前事業年度末 ─ ─

権利確定 ─ ─

権利行使 ─ ─

失効 ─ ─

未行使残 ─ ─
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４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しておりま

す。 

 単価情報 

 
  

平成13年５月
ストック・オプション

平成13年11月 
ストック・オプション

権利行使価格       (円) 1,000 1,000

行使時平均株価      (円) ─ ─

公正な評価単価 (付与日) (円) ― ―

平成18年４月
ストック・オプション

平成21年５月 
ストック・オプション①

権利行使価格       (円) 708 93

行使時平均株価      (円) ─ 200

公正な評価単価 (付与日) (円) ― ―

平成21年５月
ストック・オプション②

平成22年５月 
ストック・オプション①

権利行使価格       (円) 116 174

行使時平均株価      (円) ─ ─

公正な評価単価 (付与日) (円) ― 61

平成22年５月
ストック・オプション①

平成23年２月 
ストック・オプション

権利行使価格       (円) 174 289

行使時平均株価      (円) ─ ─

公正な評価単価 (付与日) (円) 61 129
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(税効果会計関係)

前連結会計年度 
(平成22年12月31日)

当連結会計年度 
(平成23年12月31日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳

繰延税金資産

貸倒引当金繰入超過額 2,467千円

投資有価証券評価損 24,260千円

ポイント引当金

繰越欠損金

16,705千円

775,195千円

その他 18,709千円

繰延税金資産小計 837,338千円

評価性引当額 △837,338千円

繰延税金資産合計 ─千円

繰延税金負債

 繰延税金負債合計 ─千円

繰延税金資産の純額 ─千円
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳

繰延税金資産

投資有価証券評価損 20,737千円

ポイント引当金 14,602千円

繰越欠損金 556,653千円

その他 21,904千円

繰延税金資産小計 613,897千円

評価性引当額 △613,897千円

繰延税金資産合計 ―千円

繰延税金負債

 繰延税金負債合計 ―千円

繰延税金資産の純額 ―千円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

(調整)

交際費等永久に損金に算入 
されない項目

7.7％

住民税均等割 3.7％

評価性引当額 △44.2％

税効果会計適用後の法人税等の
負担率

7.8％

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

税金等調整前当期純損失を計上しているため、記

載を省略しております。

３ 法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税

金負債の修正

 平成23年12月２日に「経済社会の構造の変化に対

応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を

改正する法律」（平成23年法律第114号）及び「東日

本大震災からの復興のための施策を実施するために

必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年

法律第117号）が公布され、平成24年４月１日以降開

始する事業年度より法人税率が変更されることとな

りました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金

負債の計算に使用される法定実効税率は、一時差異

等に係る解消時期に応じて以下のとおりとなりま

す。

 平成24年12月31日まで

 平成25年１月１日から 

 平成27年12月31日まで

 平成28年１月１日以降

40.6％

38.0％

 

35.6％

 この税率の変更により、繰延税金資産及び法人税

等の金額に影響はありません。
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当社グループのオフィスに係る不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。 

使用見込期間を退去予定日までと見積り算定しております。なお、使用見込期間が短く、短期で

決済されるため、割引計算は行っておりません。 

 
（注１）本社移転が決定し、原状回復義務の費用総額及び履行時期の見積りが可能となったことにより、計上

したものであります。 

（注２）賃借資産の使用期間が明確でなく、移転等も予定されていないことから、資産除去債務を合理的に見

積もることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。 

(資産除去債務関係)

当連結会計年度末（平成23年12月31日）

１．資産除去債務の概要

２．資産除去債務の金額の算定方法

３．当連結会計年度における資産除去債務の総額の増減

期首残高 ―千円

見積りの変更による増加額（注１） 22,000千円

資産除去債務の履行による減少額 △22,000千円

期末残高（注２） ―千円
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前連結会計年度(自  平成22年１月１日  至  平成22年12月31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、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 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(166,998千円)の主なものは、経営本部等

管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(742,732千円)の主なものは、余資運用資金(現金及び預

金)、管理部門に係る資産等であります。 

５ 減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用の償却額及び増加額が含まれております。 

  

前連結会計年度(自  平成22年１月１日  至  平成22年12月31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。 

  

前連結会計年度(自  平成22年１月１日  至  平成22年12月31日) 

  本邦以外の国又は地域への売上高がないため、該当事項はありません。 

  

(セグメント情報等)

(事業の種類別セグメント情報)

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)

計
(千円)

消去又は 
全社 
(千円)

連結 
(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

(1) 外部顧客に 
  対する売上高

7,230,163 1,311,259 339,791 8,881,214 ― 8,881,214

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― 20,631 ― 20,631 (20,631) ―

計 7,230,163 1,331,891 339,791 8,901,846 (20,631) 8,881,214

営業費用 7,014,274 1,197,494 362,929 8,574,699 166,998 8,741,697

営業利益又は営業損失(△) 215,888 134,396 △23,138 327,146 (187,629) 139,516

 Ⅱ 資産、減価償却費、減
損損失及び資本的支出

  資産 1,418,042 281,080 14,231 1,713,354 742,732 2,456,087

  減価償却費 11,737 18,637 1,899 32,273 11,977 44,251

    減損損失 ― 10,821 ― 10,821 ― 10,821

  資本的支出 1,245 24,077 6,237 31,559 12,614 44,174

(所在地別セグメント情報)

(海外売上高)
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１ 報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社及び当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能で

あり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となって

いるものであります。当社は、サービス別の事業本部及び子会社を置き、各事業本部及び子会社は、扱

うサービスについて戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社は、事業本部及び子会社を基礎としたセグメントから構成されており、各セグメン

トの事業内容や特徴等を勘案して集約した「モバイル広告事業」、「メディア事業」を報告セグメント

としております。各セグメントに属する商品・サービスの内容は以下の通りであります。 

 
  

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項」における記載の方法と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値で

あります。 

  

３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

 当連結会計年度（自 平成23年１月１日 至 平成23年12月31日） 

 
(注) １ セグメント利益の調整額 305,624千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費

用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

３ セグメント資産については、経営資源の配分の決定及び業績を評価するための検討対象とはなっていないた

め、記載しておりません。 

  

(セグメント情報)

報告セグメント 属する商品・サービス

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

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、スポーツマーケティング、スマートフ

ォン向けアプリケーション開発、シンデレラ・ビュー

ティ

(単位：千円)

報告セグメント
調整額 
(注)１

連結
損益計算書 
計上額 
(注)２

モバイル 
広告事業

メディア
事業

計

売上高

(1) 外部顧客への売上高 9,225,957 1,338,810 10,564,767 － 10,564,767

(2) セグメント間の内部売上
高又は振替高

－ 9,715 9,715 △9,715 －

計 9,225,957 1,348,526 10,574,483 △9,715 10,564,767

セグメント利益 302,299 46,703 349,002 △305,624 43,378

その他の項目

 減価償却費

 のれん償却額

9,324

－

23,920

7,118

33,244

7,118

12,053

－

45,297

7,118
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 （追加情報） 

当連結会計年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20

号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

 当連結会計年度（自 平成23年１月１日 至 平成23年12月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報 

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

 
  

(関連情報)

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

デジタル・アドバタイジング・コンソー
シアム㈱

3,715,451
モバイル広告事業 
メディア事業
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該当事項はありません。 

(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

当連結会計年度（自 平成23年１月１日 至 平成23年12月31日）

(単位：千円)

報告セグメント

全社消去 合計

モバイル広告事業 メディア事業

減損損失 ― ― 57,360 57,360

(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

当連結会計年度（自 平成23年１月１日 至 平成23年12月31日）

(単位：千円)

報告セグメント

全社消去 合計

モバイル広告事業 メディア事業

当期償却額 ― 7,118 ― 7,118

当期末残高 ― 25,806 ― 25,806

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)

当連結会計年度（自 平成23年１月１日 至 平成23年12月31日）
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前連結会計年度(自  平成22年１月１日  至  平成22年12月31日) 

１  関連当事者との取引 

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

(ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等 

 
上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、借入金等の残高は除き、期末残高には消費税等を含んで表示して

おります。 

取引条件及び取引条件の決定方針 

(注)１ デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社は、当社のメディア事業における一部広告商品の

独占的販売代理会社であり、その取引条件は、過去の取引実績等を勘案して合理的な取引条件を決定して

おります。 

 ２ インターネット広告売上及びインターネット広告仕入は、各取扱高を記載しております。 

 ３ 取引条件は、市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。 

 ４ デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社より、金銭消費貸借契約に基づき金銭の借入を行

っております。 

 借入金の金利等の条件につきましては、契約に基づき合理的な条件を決定しております。 

 ５ 当社の銀行機関からの借入に対して債務保証を受けており、毎月末本件債務残高×年率0.5％の保証料を

支払っております。 

(イ)連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等 

  該当事項はありません。 

  

(関連当事者情報)

種類
会社等 
の名称

所在地
資本金 
(百万円)

事業の内容
議決権等の 
被所有割合 

(％)

関連当事者 
との関係

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

親会社

デジタル・ア
ドバタイジン
グ・コンソー
シアム㈱

東京都 
渋谷区

4,031
インターネッ
ト広告業

(被所有) 
直接  45.7 
間接   9.2

営業取引 
兼任２名

インターネ
ット広告売
上  
(注)１、２

4,226,406
受取手形及び

売掛金
621,067

インターネ
ット広告仕
入 
(注)２、３

82,249

買掛金 31,219

未払金 2,774

 

借入金の金利 

(注)４

1,268

１年内返済予

定の長期借入

金

17,950

当社銀行借

入等に対す

る債務被保

証(注)５

53,348 ― ―

債務被保証

料の支払 

(注)５

341 ― ―
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(ウ)連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社

の子会社等 

 
上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んで表示しております。 

 取引条件及び取引条件の決定方針等 
   (注)１ 取引条件は、市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。 

  (注)２ インターネット広告売上は、取扱高を記載しております。 

(エ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等 

   該当事項はありません。 

  

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

(ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等 

（株式会社インターライド） 

 
上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んで表示しております。 

 取引条件及び取引条件の決定方針等 
   (注)１ 取引条件は、市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。 

    ２ インターネット広告仕入は、取扱高を記載しております。 

(イ)連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社 

  該当事項はありません。 

(ウ)連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係 

   会社の子会社等 

（株式会社インターライド） 

 
上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んで表示しております。 

 取引条件及び取引条件の決定方針等 

   (注)１ 取引条件は、市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。 

   ２ インターネット広告売上及びインターネット広告仕入は、各取扱高を記載しております。 

(エ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等 

  該当事項はありません。 

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(１)親会社情報 

 株式会社博報堂ＤＹホールディングス(東京証券取引所市場第一部に上場) 

 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社(大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場) 

(２)重要な関連会社の要約財務情報 

  該当事項はありません。 

  

種類 会社等の名称 所在地
資本金 
(百万円)

事業の内容
議決権等の 
被所有割合 

(％)

関連当事者 
との関係

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

同一の親

会社を持

つ会社

㈱博報堂DY
メディアパ
ートナーズ

東京都 
港区

9,500 広告業 ― ―
インターネッ
ト 広 告 売 上
(注)１、２

281,177
受取手形 

及び売掛金
140,660

種類 会社等の名称 所在地
資本金 
(百万円)

事業の内容
議決権等の 
被所有割合 

(％)

関連当事者 
との関係

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

親会社

デジタル・
アドバタイ
ジング・コ
ンソーシア
ム㈱

東京都 
渋谷区

4,031 インターネッ
ト広告業

― ―

インターネ
ット広告仕
入(注 )１、
２

432,020 買掛金 91,744

種類 会社等の名称 所在地
資本金 
(百万円)

事業の内容
議決権等の 
被所有割合 

(％)

関連当事者 
との関係

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

同一の親

会社を持

つ会社

㈱博報堂
東京都
港区

35,848 広告業 ― ―

インターネ
ット広告売
上(注 )１、
２

344,022
受取手形 

及び売掛金
247,969

同一の親

会社を持

つ会社

㈱博報堂DY
メディアパ
ートナーズ

東京都
港区

9,500 広告業 ― ―

インターネ
ット広告仕
入(注 )１、
２

594,827 買掛金 164,287
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当連結会計年度(自  平成23年１月１日  至  平成23年12月31日) 

１  関連当事者との取引 

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

(ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等 

 
上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、借入金等の残高は除き、期末残高には消費税等を含んで表示して

おります。 

取引条件及び取引条件の決定方針 

(注)１ 取引条件は、過去の取引実績等を勘案して合理的な取引条件を決定しております。 

 ２ インターネット広告売上及びインターネット広告仕入は、各取扱高を記載しております。 

 ３ 取引条件は、市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。 

  

(イ)連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等 

該当事項はありません。 

  

(ウ)連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社

の子会社等 

 
上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んで表示しております。 

 取引条件及び取引条件の決定方針等 

 (注)１ 取引条件は、過去の取引実績等を勘案して合理的な取引条件を決定しております。 

 ２ インターネット広告売上及びインターネット広告仕入は、各取扱高を記載しております。 

 ３ 取引条件は、市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。 

  

(エ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等 

   該当事項はありません。 

  

種類 会社等の名称 所在地
資本金 
(百万円)

事業の内容
議決権等の 
被所有割合 

(％)

関連当事者 
との関係

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

親会社

デジタル・ア
ドバタイジン
グ・コンソー
シアム㈱

東京都 
渋谷区

4,031
インターネッ
ト広告業

(被所有) 
直接  45.5 
間接   9.1

営業取引 
役員兼任２名

インターネ
ット広告売
上  
(注)１、２

3,712,958
受取手形 
及び売掛金

675,162

インターネ
ット広告仕
入 
(注)２、３

1,078,599

買掛金 80,343

未払金 1,260

種類 会社等の名称 所在地
資本金 

(百万円)
事業の内容

議決権等の 
被所有割合 

(％)

関連当事者 
との関係

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

同一の親

会社を持

つ会社

㈱mediba
東京都 
港区

1,035 広告業 ― 営業取引

インターネ
ット広告売
上(注 )１、
２

780,205
受取手形 

及び売掛金
102,279

㈱博報堂DY
メディアパ
ートナーズ

東京都
港区

9,500 広告業 ― 営業取引

インターネ
ット広告仕
入(注 )２、
３

202,437 買掛金 42,746
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(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

(ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等 

（株式会社インターライド） 

 
上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んで表示しております。 

 取引条件及び取引条件の決定方針等 

  (注)１ 取引条件は、市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。 

  ２ インターネット広告仕入は、取扱高を記載しております。 

  

(イ)連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社 

  該当事項はありません。 

  

(ウ)連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係 

   会社の子会社等 

該当事項はありません。 

  

(エ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等 

  該当事項はありません。 

  

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(１)親会社情報 

 株式会社博報堂ＤＹホールディングス(東京証券取引所市場第一部に上場) 

 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社(大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場) 

  

(２)重要な関連会社の要約財務情報 

  該当事項はありません。 

  

種類 会社等の名称 所在地
資本金 
(百万円)

事業の内容
議決権等の 
被所有割合 

(％)

関連当事者 
との関係

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

親会社

デジタル・
アドバタイ
ジング・コ
ンソーシア
ム㈱

東京都 
渋谷区

4,031 インターネ
ット広告業

(被所有) 
間接 54.6

営業取引

インターネ
ット広告仕
入(注 )１、
２

701,726 買掛金 132,404
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(注)  1 株当たり当期純利益又は当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自  平成22年１月１日
至  平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年１月１日
至  平成23年12月31日)

 
１株当たり純資産額 30円70銭

 
１株当たり純資産額 28円06銭

 

１株当たり当期純利益 6円52銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 
  
 
 

6円47銭
 

 

１株当たり当期純損失 2円29銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在
株式は存在するものの、１株当たり当期純損失であるた
め、記載しておりません。

前連結会計年度
(自  平成22年１月１日
至  平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年１月１日
至  平成23年12月31日)

当期純利益又は当期純損失(△) (千円) 117,566 △41,480

普通株主に帰属しない金額 (千円) ─ ─

普通株式に係る当期純利益又は
当期純損失(△)

(千円) 117,566 △41,480

普通株式の期中平均株式数 (株) 18,010,828 18,080,185

潜在株式調整後１株当たり当期
純利益金額の算定に用いられた
普通株式増加数の主要な内訳 
 新株予約権

（株） 147,639 ―

普通株式増加数 （株） 147,639 ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり当期純利益の算定に含ま

れなかった潜在株式の概要

(新株引受権)

臨時株主総会決議日 

 平成13年５月28日 

(新株引受権 2,916個) 

臨時株主総会決議日 

 平成13年11月16日 

(新株引受権 23個)

(新株予約権)

株主総会決議日 

平成17年３月25日 

(新株予約権 ―個) 

株主総会決議日 

平成18年３月24日 

(新株予約権 420個) 

株主総会決議日 

平成22年３月25日 

(新株予約権 2,215個) 

株主総会決議日 

平成22年３月25日 

(新株予約権 3,965個)

(新株予約権)

株主総会決議日 

平成18年３月24日 

(新株予約権 420個) 

株主総会決議日 

平成22年３月25日 

(新株予約権 2,215個) 

株主総会決議日 

平成22年３月25日 

(新株予約権 3,690個) 

株主総会決議日 

平成22年３月25日 

(新株予約権 525個)
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退職給付関係、賃貸等不動産関係に関する注記事項については、該当事項がないため、開示を省略しており

ます。 

(重要な後発事象)

前連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日)

当連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
至 平成23年12月31日)

１  従業員等に対するストック・オプションの付与につ

いて

  当社は、平成23年１月28日開催の取締役会におい
て、会社法第236条、第238条及び239条の規定に基づ
き、当社の従業員及び当社子会社の従業員に対して、
ストック・オプションとして新株予約権を発行するこ
とを決議いたしました。 
 その主な内容は次のとおりであります。

(1) 新株予約権の総数

580個
(2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式 58,000株
(3) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並び
に割り当てる新株予約権の数

当社従業員    11名 540個 
当社子会社従業員 ４名  40個

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価
額
 各新株予約権の行使に際して出資される財産の
価額は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使
に際して交付を受けることができる株式１株当た
りの払込金額（以下、「行使価額」という。）に
当該新株予約権の目的となる株式の数を乗じた金
額とする。 
 行使価額は、新株予約権を割り当てる日（以
下、「割当日」という。）の属する月の前月の各
日（取引が成立していない日を除く。）における
大阪証券取引所JASDAQ（スタンダード）における
当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.1を
乗じた金額（１円未満の端数は切上げ）とする。 
 ただし、当該金額が割当日の前日の終値（当該
日に終値がない場合、それに先立つ直近日の終
値）を下回る場合は、当該終値とする。

(5) 新株予約権の行使期間
 平成25年２月15日から平成28年２月14日までと
する。

(6) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者（以下、「新

株予約権者」という。）は、新株予約権の行使
時においても当社及び当社子会社の取締役、監
査役又は従業員の地位にあることを要する。た
だし、任期満了による退任、定年による退職の
場合、その他取締役会決議をもって特に認めた
場合はこの限りではない。

② 新株予約権の質入その他処分及び相続は認 
めない。

③ その他の条件については、本株主総会及び 
取締役会決議に基づき、当社と新株予約権 者
と の 間 で 締 結 す る「新 株 予 約 権 割 当 契
約」に定めるところによる。

（7）新株予約権の譲渡に関する事項
 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を
要するものとする

（8）新株予約権の割当日
 平成23年２月14日

―

（開示の省略）
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５．個別財務諸表

（１）【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成22年12月31日)

当事業年度
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 256,743 ※1 355,892

受取手形 12,666 30,500

売掛金 ※2 1,350,882 ※2 1,316,816

商品 1,402 －

貯蔵品 3 2,275

関係会社短期貸付金 29,041 29,041

前払費用 20,650 14,942

前渡金 14,471 8,611

未収入金 ※2 37,866 ※2 44,455

その他 123 133

貸倒引当金 △8,701 △1,760

流動資産合計 1,715,150 1,800,908

固定資産

有形固定資産

建物 60,814 64,107

減価償却累計額 △18,797 △8,069

建物（純額） 42,016 56,038

工具、器具及び備品 154,172 160,567

減価償却累計額 ※3 △128,542 △127,774

工具、器具及び備品（純額） 25,629 32,793

有形固定資産合計 67,645 88,831

無形固定資産

電話加入権 106 106

ソフトウエア 28,553 30,999

無形固定資産合計 28,659 31,106

投資その他の資産

投資有価証券 65,578 37,139

関係会社株式 884 884

関係会社長期貸付金 65,342 43,561

差入保証金 77,403 148,149

長期前払費用 3,190 －

破産更生債権等 123 45

その他 48 0

貸倒引当金 △123 △45

投資損失引当金 △32,327 －

投資その他の資産合計 180,119 229,734

固定資産合計 276,425 349,673

資産合計 1,991,575 2,150,581
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(単位：千円)

前事業年度
(平成22年12月31日)

当事業年度
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 ※2 1,153,652 ※2 1,151,725

短期借入金 － ※1 67,000

1年内返済予定の長期借入金 112,598 ※1 87,600

1年内返済予定の関係会社長期借入金 17,950 －

未払金 63,074 ※2 62,448

未払費用 9,109 9,169

預り金 7,111 8,622

未払法人税等 8,815 7,374

未払消費税等 18,220 38,553

リース債務 1,620 2,090

前受金 1,285 －

その他 4 3,328

流動負債合計 1,393,444 1,437,912

固定負債

長期借入金 13,352 ※1 141,000

ポイント引当金 41,146 40,971

リース債務 5,740 5,411

固定負債合計 60,238 187,383

負債合計 1,453,682 1,625,295

純資産の部

株主資本

資本金 1,308,628 1,308,628

資本剰余金

資本準備金 530,259 530,259

その他資本剰余金 356,961 349,083

資本剰余金合計 887,221 879,342

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △1,564,625 △1,607,105

利益剰余金合計 △1,564,625 △1,607,105

自己株式 △105,980 △88,776

株主資本合計 525,244 492,089

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 83 75

評価・換算差額等合計 83 75

新株予約権 12,565 33,121

純資産合計 537,893 525,285

負債純資産合計 1,991,575 2,150,581
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（２）【損益計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当事業年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

売上高

モバイル広告事業売上高 ※2 6,348,360 ※2 8,279,854

メディア事業売上高 ※2 857,442 ※2 794,211

Eコマース事業売上高 339,791 －

売上高合計 7,545,593 9,074,065

売上原価

モバイル広告事業売上原価 5,828,050 7,727,250

メディア事業売上原価 108,898 122,750

Eコマース事業売上原価

商品期首たな卸高 26,341 －

当期商品仕入高 252,348 －

合計 278,689 －

商品期末たな卸高 1,402 －

Eコマース事業売上原価 ※1 277,287 －

売上原価合計 6,214,235 7,850,001

売上総利益 1,331,358 1,224,064

販売費及び一般管理費

役員報酬 90,450 99,400

給与手当 478,074 508,407

法定福利費 65,818 72,210

広告宣伝費 183,655 162,296

地代家賃 83,920 85,039

支払手数料 58,151 －

減価償却費 19,706 17,022

貸倒引当金繰入額 8,025 292

その他 216,248 292,893

販売費及び一般管理費合計 1,204,050 1,237,562

営業利益又は営業損失（△） 127,307 △13,498

営業外収益

受取利息 1,906 1,727

受取配当金 31 31

業務委託料収入 ※2 17,352 ※2 17,352

ポイント引当金戻入益 381 －

受取返戻金 165 －

その他 207 1,393

営業外収益合計 20,043 20,504

営業外費用

支払利息 4,773 4,799

その他 1,183 3,187

営業外費用合計 5,957 7,986

経常利益又は経常損失（△） 141,394 △980
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当事業年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

特別利益

貸倒引当金戻入額 5,861 －

投資損失引当金戻入額 － 32,327

投資有価証券売却益 － 8,872

事業譲渡益 － 14,037

債務免除益 997 －

関係会社清算益 ※5 2,530 －

有価証券受贈益 1,195 －

特別利益合計 10,585 55,237

特別損失

固定資産除却損 ※3 995 ※3 709

関係会社清算損 ※6 1,678 －

関係会社整理損 ※7 30,000 ※7 3,890

投資有価証券評価損 － 24,567

関係会社株式評価損 9,999 －

減損損失 － ※4 57,360

事務所移転費用 － 6,403

投資損失引当金繰入額 2,652 －

たな卸資産評価損 131 －

特別損失合計 45,457 92,933

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 106,522 △38,675

法人税、住民税及び事業税 3,997 3,804

法人税等調整額 － －

法人税等合計 3,997 3,804

当期純利益又は当期純損失（△） 102,524 △42,479
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モバイル広告事業売上原価明細書 

 
  

  メディア事業売上原価明細書 

 
  

 【事業売上原価明細書】

（単位：千円）

前事業年度 

(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年12月31日)

当事業年度 

(自 平成23年１月１日 

 至 平成23年12月31日)

媒体費 4,298,803 5,737,838

レベニューシェア 131,468 213,927

代理店手数料 1,383,944 1,757,941

その他 13,833 17,542

合計 5,828,050 7,727,250

（単位：千円）

前事業年度 

(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年12月31日)

当事業年度 

(自 平成23年１月１日 

 至 平成23年12月31日)

外注加工費 73,557 65,438

賃借料 8,325 1,820

通信費

コマース原価

11,956

―

13,840

19,254

その他 15,059 22,396

合計 108,898 122,750
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（３）【株主資本等変動計算書】

（単位：千円）

前事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当事業年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,308,628 1,308,628

当期末残高 1,308,628 1,308,628

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 530,259 530,259

当期末残高 530,259 530,259

その他資本剰余金

前期末残高 356,961 356,961

当期変動額

自己株式の処分 － △7,878

当期変動額合計 － △7,878

当期末残高 356,961 349,083

資本剰余金合計

前期末残高 887,221 887,221

当期変動額

自己株式の処分 － △7,878

当期変動額合計 － △7,878

当期末残高 887,221 879,342

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 △1,667,150 △1,564,625

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） 102,524 △42,479

当期変動額合計 102,524 △42,479

当期末残高 △1,564,625 △1,607,105

利益剰余金合計

前期末残高 △1,667,150 △1,564,625

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） 102,524 △42,479

当期変動額合計 102,524 △42,479

当期末残高 △1,564,625 △1,607,105

自己株式

前期末残高 △105,971 △105,980

当期変動額

自己株式の取得 △8 △10

自己株式の処分 － 17,213

当期変動額合計 △8 17,203

当期末残高 △105,980 △88,776
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（単位：千円）

前事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当事業年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

株主資本合計

前期末残高 422,728 525,244

当期変動額

自己株式の取得 △8 △10

自己株式の処分 － 9,335

当期純利益又は当期純損失（△） 102,524 △42,479

当期変動額合計 102,515 △33,154

当期末残高 525,244 492,089

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 65 83

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

18 △8

当期変動額合計 18 △8

当期末残高 83 75

評価・換算差額等合計

前期末残高 65 83

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

18 △8

当期変動額合計 18 △8

当期末残高 83 75

新株予約権

前期末残高 － 12,565

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 12,565 20,555

当期変動額合計 12,565 20,555

当期末残高 12,565 33,121

純資産合計

前期末残高 422,793 537,893

当期変動額

自己株式の取得 △8 △10

自己株式の処分 － 9,335

当期純利益又は当期純損失（△） 102,524 △42,479

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 12,584 20,547

当期変動額合計 115,100 △12,607

当期末残高 537,893 525,285
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前事業年度（自 平成22年１月１日 至 平成22年12月31日） 

該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成23年１月１日 至 平成23年12月31日） 

該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）重要な会計方針

項目
前事業年度

(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当事業年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 有価証券

 ①子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用し

ております。

(1) 有価証券

 ①子会社株式及び関連会社株式

同左 

 

 ②その他有価証券

  時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基

づく時価法を採用しておりま

す。なお、評価差額は全部純

資産直入法により処理してお

り、売却原価は移動平均法に

より算定しております。

 ②その他有価証券

  時価のあるもの

同左

  時価のないもの

移動平均法による原価法を採

用しております。

  時価のないもの

同左

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1) 商品

移動平均法による原価法(収益性の

低下による簿価切下げの方法)を採

用しております。

―

(2) 貯蔵品

終仕入原価法による原価法(収益

性の低下による簿価切下げの方法)

を採用しております。

(2) 貯蔵品

同左
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項目
前事業年度

(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当事業年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

３ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

 ①平成19年３月31日以前に取得した

有形固定資産

旧定率法を採用しております。

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

 ①平成19年３月31日以前に取得した

有形固定資産

同左

 

 ②平成19年４月１日以降に取得した

有形固定資産

  定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物 ８～22年

器具及び備品 ４～15年

また、平成19年３月31日以前に取
得したものについては、償却可能
限度額まで償却が終了した翌年か
ら５年間で均等償却する定額法に
よっております。

 ②平成19年４月１日以降に取得した

有形固定資産

同左

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

ソフトウェア(自社利用)

  社内における見込利用可能期間

(５年)に基づく定額法を採用して

おります。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

同左

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産

 リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零として算定する定額法

を採用しております。 

 なお、平成20年12月31日以前の

所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借

契約に係る方法に準じた会計処理

によっております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産

同左

(4) 長期前払費用

 定額法を採用しております。

(4) 長期前払費用

同左
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前事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えて、

一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

(2) ポイント引当金

 ドリームメール会員等に対し、メー

ル受信・アンケート回答等に関して付

与したポイントの使用により今後発生

すると見込まれる景品交換費用等に備

えるため、当事業年度末において将来

使用されると見込まれる額を計上して

おります。 

  また、モバイルＥコマース商品購入

者に対し、今後発生すると見込まれる

景品交換費用等に備えるため、当事業

年度末において将来使用されると見込

まれる額を計上しております。

(2) ポイント引当金

 ドリームメール会員等に対し、メー

ル受信・アンケート回答等に関して付

与したポイントの使用により今後発生

すると見込まれる景品交換費用等に備

えるため、当事業年度末において将来

使用されると見込まれる額を計上して

おります。 

  

 

  

 

  

 

(3) 投資損失引当金

 関係会社への投資に係る損失に備え

るため、当該会社の財政状況等を勘案

し、個別検討による必要額を計上して

おります。

(3) 投資損失引当金

同左

５ その他財務諸表作成の 

  ための基本となる重要  

    な事項

消費税等の処理方法

 税抜方式により処理しております。

消費税等の処理方法

同左
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（６）重要な会計方針の変更

会計方針の変更

前事業年度
(自  平成22年１月１日
至  平成22年12月31日)

当事業年度
(自  平成23年１月１日
至  平成23年12月31日)

─ （資産除去債務に関する会計基準等）
当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」

（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産
除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しておりま
す。

これによる営業損失、経常損失及び税引前当期純損失
に与える影響はありません。

表示方法の変更

前事業年度
(自  平成22年１月１日
至  平成22年12月31日)

当事業年度
(自  平成23年１月１日
至  平成23年12月31日)

─ （損益計算書関係）
 前事業年度において区分掲記しておりました「Eコマ
ース事業売上高」（当事業年度 36,610千円）及び「Eコ
マース事業売上原価」（当事業年度 19,254千円）は、
事業規模を縮小したことにより重要性が乏しくなったた
め、当事業年度より管理区分上、メディア事業に集約
し、それぞれ「メディア事業売上高」「メディア事業売
上原価」に含めて表示しております。

また、前事業年度において区分掲記しておりました
「支払手数料」（当事業年度 57,352千円）は、販売費
及び一般管理費の100分の５未満となったため、当事業
年度より販売費及び一般管理費の「その他」に含めて表
示しております。
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（７）個別財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成22年12月31日)

当事業年度 
(平成23年12月31日)

            ―

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

※１ 担保資産及び担保付債務

   担保に供している資産は以下のとおりでありま

す。

現金及び預金 50,000千円

計 50,000千円

   担保付債務は以下のとおりであります。

短期借入金 67,000千円

1年内返済予定の長期借入

金
87,600千円

長期借入金 141,000千円

計 295,600千円

※２ 関係会社項目

   関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。

売掛金

未収入金

買掛金

792,272千円

37,473千円

31,225千円
 

※２ 関係会社項目

   関係会社に対する資産及び負債には区分掲記

されたもののほか次のものがあります。

売掛金

未収入金

買掛金

808,605千円

44,455千円

81,428千円

※３ 有形固定資産の減価償却累計額には減損損失累計

額が含まれております。

           ― 

 

 ―  ４ 以下の会社の金融機関等からの借入に対して、債

務保証を行っております。

㈱インターナショナル
 スポーツマーケティング

50,000千円

計 50,000千円
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当事業年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

 

 

 

※１ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低

下による簿価切下額

売上原価 927千円

※２ 関係会社に係る注記

   関係会社に対するものは次のとおりであります。

モバイル広告事業売上高 4,871,535千円

メディア事業売上高

業務委託料収入

309,331千円

17,352千円

 

           ― 

  

 

※２ 関係会社に係る注記

   関係会社に対するものは次のとおりであります。

モバイル広告事業売上高 5,403,716千円

メディア事業売上高

業務委託料収入

170,849千円

17,352千円

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

工具、器具及び備品 328千円

ソフトウェア 666千円

合計 995千円
 

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

工具、器具及び備品 291千円

ソフトウェア 418千円

合計 709千円

― ※４ 減損損失

 当事業年度において、当社は以下の資産グルー

プについて減損損失を計上いたしました。

場所 用途 種類 減損損失

東京都 

港区

本社 

事務所

建物 56,017千円

工具、器具及び備品 1,343千円

合計 57,360千円

  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 当社は、稼働資産については、主として管理会
計上の区分に基づき、グルーピングを実施してお
ります。但し、資産の処分や事業の廃止に関する
意思決定を行った資産及び将来の使用が見込まれ
ない遊休資産については、個別資産ごとにグルー
ピングを行っております。 
 本社事務所の建物、器具及び備品については、
当事業年度において本社移転の意思決定を行い、
除却する見込みとなったため、帳簿価額を回収可
能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として
おります。
（回収可能価額の算定方法）
 当該資産の回収可能価額は、移転時までの減価
償却費相当分を使用価値として測定しておりま
す。

※５ 関係会社清算益は、株式会社グリッド・ソリュー
ションズの清算結了に伴う配当金の受取によるも
のであります。

― 
 

※６ 関係会社清算損は、ERGO BRAINS,INC.(米国)の清
算によるものであります。

― 
 

※７ 関係会社整理損は、連結子会社である株式会社凸
風に対する貸付金債権放棄による損失でありま
す。

※７ 関係会社整理損は、連結子会社である株式会社凸
風に対する営業債権放棄による損失であります。

㈱スパイア（4309）　平成23年12月期決算短信

70



前事業年度（自  平成22年１月１日  至  平成22年12月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(注)  自己株式の普通株式の増加は、単元未満株式の買取による増加であります。 

  

当事業年度（自  平成23年１月１日  至  平成23年12月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
 (注)１ 自己株式の普通株式の増加は、単元未満株式の買取による増加であります。 

２ 自己株式の普通株式の減少は、ストック・オプションの権利行使に伴う減少であります。 

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度末株式数 
(株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
(株）

自己株式の種類

普通株式 617,932 80 ― 618,012

合計 617,932 80 ― 618,012

前事業年度末株式数 
(株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
(株）

自己株式の種類

普通株式 618,012 70 100,380 517,702

合計 618,012 70 100,380 517,702

㈱スパイア（4309）　平成23年12月期決算短信

71



(リース取引関係)

前事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当事業年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

1 ファイナンス・リース取引 
①リース資産の内容 
 有形固定資産 
 主としてコピー機(工具器具備品)であります。 
②リース資産の減価償却の方法 
 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定
額法によっております。
2 リース取引開始日が平成20年12月31日以前の所有権
移転外ファイナンス・リース取引
 所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リ
ース取引開始日が平成20年12月31日以前のリース取引
については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会
計処理を採用しており、その内容は以下のとおりであ
ります。

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

有形固定資産
(器具備品)

取得価額相当額 2,086千円

減価償却累計額相当額 1,524千円

期末残高相当額 562千円

1 ファイナンス・リース取引 
①リース資産の内容 
 有形固定資産 
 主としてコピー機(工具器具備品)であります。 
②リース資産の減価償却の方法 
 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定
額法によっております。
2 リース取引開始日が平成20年12月31日以前の所有権
移転外ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リ
ース取引開始日が平成20年12月31日以前のリース取引
については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会
計処理を採用しており、その内容は以下のとおりであ
ります。

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

有形固定資産 
(器具備品)

取得価額相当額 ―千円

減価償却累計額相当額 ―千円

期末残高相当額 ―千円

②未経過リース料期末残高相当額

１年以内 452千円

１年超 155千円

合計 607千円

②未経過リース料期末残高相当額

１年以内 ―千円

１年超 ―千円

合計 ―千円

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 954千円

減価償却費相当額 593千円

支払利息相当額 45千円

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 1,110千円

減価償却費相当額 276千円

支払利息相当額 14千円

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

 減価償却費相当額の算定方法

 ・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

 減価償却費相当額の算定方法

同左

利息相当額の算定方法

・リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

利息相当額の算定方法

同左

(減損損失について) 

 リース資産に配分された減損損失はありませんの  

 で、項目等の記載は省略しております。

―
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前事業年度 (平成22年12月31日) 

   子会社株式（貸借対照表計上額884千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困  

  難と認められることから、記載しておりません。 

  

当事業年度 (平成23年12月31日) 

   子会社株式（貸借対照表計上額884千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困  

  難と認められることから、記載しておりません。 

(有価証券関係)

㈱スパイア（4309）　平成23年12月期決算短信

73



(税効果会計関係)

前事業年度 
(平成22年12月31日)

当事業年度 
(平成23年12月31日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳

繰延税金資産

貸倒引当金繰入超過額 2,223千円

投資有価証券評価損 24,260千円

投資損失引当金繰入額

ポイント引当金繰入額

19,173千円

16,705千円

繰越欠損金 742,016千円

その他 31,400千円

繰延税金資産小計 835,779千円

評価性引当額 △835,779千円

繰延税金資産合計 ─千円

繰延税金負債

 繰延税金負債合計 ─千円

繰延税金資産の純額 ─千円
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳

繰延税金資産

投資有価証券評価損 20,737千円

ポイント引当金繰入額 14,602千円

株式報酬費用 12,515千円

繰越欠損金 536,852千円

その他 27,203千円

繰延税金資産小計 611,911千円

評価性引当額 △611,911千円

繰延税金資産合計 ―千円

繰延税金負債

 繰延税金負債合計 ―千円

繰延税金資産の純額 ―千円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

(調整)

交際費等永久に損金に算入 
されない項目

18.4％

住民税均等割 3.7％

評価性引当額 △59.0％

税効果会計適用後の法人税等の
負担率

3.7％

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

税引前当期純損失を計上しているため、記載を省

略しております。

３ 法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税

金負債の修正

 平成23年12月２日に「経済社会の構造の変化に対

応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を

改正する法律」（平成23年法律第114号）及び「東日

本大震災からの復興のための施策を実施するために

必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年

法律第117号）が公布され、平成24年４月１日以降開

始する事業年度より法人税率が変更されることとな

りました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金

負債の計算に使用される法定実効税率は、一時差異

等に係る解消時期に応じて以下のとおりとなりま

す。

 平成24年12月31日まで

 平成25年１月１日から 

 平成27年12月31日まで

 平成28年１月１日以降

40.6％

38.0％

 

35.6％

 この税率の変更により、繰延税金資産及び法人税

等の金額に影響はありません。
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当社オフィスに係る不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。 

使用見込期間を退去予定日までと見積り算定しております。なお、使用見込期間が短く、短期で

決済されるため、割引計算は行っておりません。 

 
（注１）本社移転が決定し、原状回復義務の費用総額及び履行時期の見積りが可能となったことにより、計上

したものであります。 

（注２）賃借資産の使用期間が明確でなく、移転等も予定されていないことから、資産除去債務を合理的に見

積もることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。 

(資産除去債務関係)

当事業年度末（平成23年12月31日）

１．資産除去債務の概要

２．資産除去債務の金額の算定方法

３．当事業年度における資産除去債務の総額の増減

期首残高 ―千円

見積りの変更による増加額（注１） 22,000千円

資産除去債務の履行による減少額 △22,000千円

期末残高（注２） ―千円

㈱スパイア（4309）　平成23年12月期決算短信

75



 
(注)  1 株当たり当期純利益又は当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

(１株当たり情報)

前事業年度
(自  平成22年１月１日
至  平成22年12月31日)

当事業年度
(自  平成23年１月１日
至  平成23年12月31日)

 
１株当たり純資産額 29円86銭

 
１株当たり純資産額 27円17銭

 
１株当たり当期純利益 5円69銭

 
１株当たり当期純損失 2円35銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 5円64銭 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在
株式は存在するものの、１株当たり当期純損失であるた
め、記載しておりません。

前事業年度
(自  平成22年１月１日
至  平成22年12月31日)

当事業年度
(自  平成23年１月１日
至  平成23年12月31日)

当期純利益又は当期純損失(△) (千円) 102,524 △42,479

普通株主に帰属しない金額 (千円) ─ ─

普通株式に係る当期純利益又は
当期純損失(△)

(千円) 102,524 △42,479

普通株式の期中平均株式数 (株) 18,010,828 18,080,185

潜在株式調整後１株当たり当期
純利益金額の算定に用いられた
普通株式増加数の主要な内訳 
 新株予約権

（株） 147,639 ─

普通株式増加数 （株） 147,639 ─

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含まれな

かった潜在株式の概要

(新株引受権)

臨時株主総会決議日 

 平成13年５月28日 

(新株引受権 2,916個) 

臨時株主総会決議日 

 平成13年11月16日 

(新株引受権 23個)

(新株予約権)

株主総会決議日 

平成17年３月25日 

(新株予約権 ―個) 

株主総会決議日 

平成18年３月24日 

(新株予約権 420個) 

株主総会決議日 

平成22年３月25日 

(新株予約権 2,215個) 

株主総会決議日 

平成22年３月25日 

(新株予約権 3,965個)

(新株予約権)

株主総会決議日 

平成18年３月24日 

(新株予約権 420個) 

株主総会決議日 

平成22年３月25日 

(新株予約権 2,215個) 

株主総会決議日 

平成22年３月25日 

(新株予約権 3,690個) 

株主総会決議日 

平成22年３月25日 

(新株予約権 525個)
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(重要な後発事象)

前事業年度 
(自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日)

当事業年度 
(自 平成23年１月１日 
至 平成23年12月31日)

１  従業員等に対するストック・オプションの付与につ

いて

  当社は、平成23年１月28日開催の取締役会におい
て、会社法第236条、第238条及び239条の規定に基づ
き、当社の従業員及び当社子会社の従業員に対して、
ストック・オプションとして新株予約権を発行するこ
とを決議いたしました。 
 その主な内容は次のとおりであります。

(1) 新株予約権の総数

580個
(2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式58,000株
(3) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並び
に割り当てる新株予約権の数

当社従業員    11名 540個 
当社子会社従業員 ４名  40個

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価
額
 各新株予約権の行使に際して出資される財産の
価額は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使
に際して交付を受けることができる株式１株当た
りの払込金額（以下、「行使価額」という。）に
当該新株予約権の目的となる株式の数を乗じた金
額とする。 
 行使価額は、新株予約権を割り当てる日（以
下、「割当日」という。）の属する月の前月の各
日（取引が成立していない日を除く。）における
大阪証券取引所JASDAQ（スタンダード）における
当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.1を
乗じた金額（１円未満の端数は切上げ）とする。 
 ただし、当該金額が割当日の前日の終値（当該
日に終値がない場合、それに先立つ直近日の終
値）を下回る場合は、当該終値とする。

(5) 新株予約権の行使期間
 平成25年２月15日から平成28年２月14日までと
する。

(6) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者（以下、「新

株予約権者」という。）は、新株予約権の行使
時においても当社及び当社子会社の取締役、監
査役又は従業員の地位にあることを要する。た
だし、任期満了による退任、定年による退職の
場合、その他取締役会決議をもって特に認めた
場合はこの限りではない。

② 新株予約権の質入その他処分及び相続は認 
めない。

③ その他の条件については、本株主総会及び 
取締役会決議に基づき、当社と新株予約権 者
と の 間 で 締 結 す る「新 株 予 約 権 割 当 契
約」に定めるところによる。

（7）新株予約権の譲渡に関する事項
 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を
要するものとする

（8）新株予約権の割当日
 平成23年２月14日

―
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当社グループでは、当連結会計年度において生産に該当する事項はありません。 

  

当連結会計年度における受注実績を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。 

  

当連結会計年度における販売実績を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。 

  

該当事項はありません。 

  

６．その他

（１）生産、受注及び販売の状況

 ① 生産実績

 ② 受注実績

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 9,200,922 36,591

メディア事業 1,326,190 60,669

合計 10,527,112 97,260

 ③ 販売実績

セグメントの名称 販売高(千円)

モバイル広告事業 9,225,957

メディア事業 1,338,810

合計 10,564,767

（２）役員の異動
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