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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

　

回次 第９期 第10期 第11期 第12期 第13期

決算年月 平成17年12月 平成18年12月 平成19年12月 平成20年12月 平成21年12月

売上高 (千円) 1,984,4602,022,405 ― ― 4,576,688

経常利益又は
経常損失(△)

(千円) △762,360220,051 ― ― △106,701

当期純利益又は
当期純損失(△)

(千円) △955,380238,385 ― ― △119,516

純資産額 (千円) 421,037749,048 ― ― 422,793

総資産額 (千円) 1,355,172 ― ― ― 1,533,134

１株当たり純資産額 (円) 98.42 169.51 ― ― 23.47

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失(△)

(円) △223.33 54.25 ― ― △8.82

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 31.1 ― ― ― 27.6

自己資本利益率 (％) △106.1 40.7 ― ― △26.8

株価収益率 (倍) ― 8.2 ― ― ―

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △339,731354,723 ― ― 220,473

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 68,492 38,688 ― ― △80,688

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △4,431△114,156 ― ― △122,242

現金及び現金同等物の
期末残高

(千円) 633,468912,724 ― ― 358,813

従業員数 (名) 88 ― ― ― 121

(注) １　売上高には消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第10期は希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。また、第９期及び第13期は１株当たり当期純損失を計上しているため記載しておりま

せん。

３　第９期及び第13期の株価収益率については、当期純損失を計上しているため記載しておりません。

４　連結子会社である株式会社アルゴノーツ及び株式会社ディープラネットを平成18年11月20日付で第三者に売

却したため、平成18年12月31日現在の連結貸借対照表は作成しておりません。このため、第10期については、連

結経営指標等の一部については記載しておりません。

５　第11期及び第12期については連結財務諸表を作成していないため、第11期及び第12期に係る主要な経営指標等

の推移については、記載しておりません。

６　当社は、第13期に、株式会社インタースパイアを吸収合併し、同社の子会社であった株式会社インターライドを

連結子会社としたため、第13期より連結財務諸表を作成しております。
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(2) 提出会社の経営指標等

　

回次 第９期 第10期 第11期 第12期 第13期

決算年月 平成17年12月 平成18年12月 平成19年12月 平成20年12月 平成21年12月

売上高 (千円) 1,880,4052,023,0961,462,1751,639,3414,228,328

経常利益又は
経常損失(△)

(千円) △761,589256,915△194,812△2,160△107,064

当期純利益又は
当期純損失(△)

(千円) △1,029,111164,633△242,084△91,905△149,433

持分法を適用した場合の投
資損益

(千円) ― △33,087△34,685△33,402 ─

資本金 (千円) 903,025948,145948,1451,014,1451,308,628

発行済株式総数 (株) 4,345,6004,486,6004,486,6005,586,60018,628,830

純資産額 (千円) 416,832671,090429,072467,894422,793

総資産額 (千円) 1,336,3971,432,668918,378748,5431,418,448

１株当たり純資産額 (円) 97.44 151.87 97.10 84.78 23.47

１株当たり配当額
(内、１株当たり
中間配当額)

(円)

(円)

―

(―)

―

(―)

―

(―)

―

(―)

―

(―)

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失(△)

(円) △240.57 37.47 △54.79 △20.19 △10.75

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 31.2 46.8 46.7 62.5 29.8

自己資本利益率 (％) △110.4 30.3 △44.0 △20.5 △33.6

株価収益率 (倍) ― 11.8 ― ─ ─

配当性向 (％) ― ― ― ― ―

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― △273,863 9,319 ―

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― △48,675 13,638 ―

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― △168,883△115,862 ―

現金及び現金同等物の
期末残高

(千円) ― ― 421,302328,398 ─

従業員数 (名) 75 69 85 83 104

　 (注) １　売上高には消費税等は含まれておりません。
２　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第10期は希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた
め記載しておりません。また、第９期、第11期、第12期及び第13期は１株当たり当期純損失を計上しているため
記載しておりません。

３　第９期、第11期、第12期及び第13期の株価収益率については、当期純損失を計上しているため記載しておりませ
ん。

４　持分法を適用した場合の投資損益については、第９期及び第13期においては持分法の対象となる関連会社は存
在しないため、記載しておりません。

５　第10期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９日）
および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　
平成17年12月９日）を適用しております。

６　キャッシュ・フロー計算書は第11期及び第12期についてのみ作成しているため、第10期以前及び第13期の営業
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・フロー及
び現金及び現金同等物の期末残高については記載しておりません。
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２ 【沿革】

　

年月 概要

平成９年10月
インターネットマーケティングへの参画を目指し、京都府長岡京市に有限会社エルゴ・ブレイン

ズを設立。

平成10年10月 資本金を10百万円に増資し、株式会社エルゴ・ブレインズに組織変更。

平成10年11月
本社機能を大阪市北区紅梅町に移転。

中小企業創造的活動促進法の認定を京都府より受ける。

平成11年１月 ドリームメール会員募集開始。

平成11年４月 ダイレクトＥメール「ドリームメール」配信開始。

平成12年１月 東京オフィスを東京都港区に開設。

平成12年５月 本社機能を大阪市北区太融寺町に移転。

平成12年６月 新事業創出促進法の認定を通産省より受ける。

平成12年７月 会員コミュニティサイト「ドリームシティ」開設。

平成12年12月 名古屋オフィスを名古屋市中区栄に開設。

平成13年７月 インターネットリサーチサービス「ターゲットリサーチ」のサービス開始。

平成13年９月 東京オフィスを東京都千代田区に移転。

平成14年２月 大阪証券取引所ナスダック・ジャパン(現「ヘラクレス」市場)に株式を上場。

平成14年５月 ドリームメール会員向けにHTMLマガジンの配信開始。

平成14年10月 本社を大阪市北区堂島に移転。

平成15年３月 名古屋オフィスを東京オフィスに統合。(名古屋オフィス閉鎖)

平成15年10月 Ｅコマース事業(ドリームカタログ)開始。

平成16年２月 東京オフィスを東京都港区に移転。

平成16年７月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社との資本・業務提携を実施。

平成16年８月 携帯電話向けサービス「ドリームメールモバイル」配信開始。

平成18年９月 CGMマーケティングサービス「PUB-BLOG（パブログ）」を開始。

平成18年10月 住友商事株式会社と資本提携及び戦略的提携関係を構築。

平成19年４月 本店所在地を東京都港区赤坂に変更。

平成19年５月 大阪オフィスを大阪市北区松ヶ枝町に移転。

平成19年６月
ロックに特化したソーシャルコマースサイト「WeROCK City（ウィー・ロック・シティー）」を

開始。

平成19年10月 フリーマーケット型ソーシャルコマースサイト「roomono（ルーモノ）」を開始。

平成20年10月
株式会社インタースパイア及び株式会社インターライドとの経営統合を前提とした資本提携契約

を締結。

平成20年12月 株式会社インタースパイアとの吸収合併契約を締結。

平成20年12月 CGMマーケティング事業及びソーシャルコマース事業から撤退。

平成21年5月 株式会社インタースパイアを吸収合併し、株式会社スパイアに商号を変更。

平成21年12月 携帯公式クイズ懸賞サイト「脳トレ懸賞★IQプライス」を開始。
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３ 【事業の内容】

当社の企業集団は、株式会社スパイア(当社)、連結子会社１社、非連結子会社１社、親会社２社及び持分法

非適用関連会社１社により構成されております。当社グループは、モバイル広告事業、メディア事業及びＥ

コマース事業を主な事業として展開しております。

　

親会社、子会社及び関連会社の状況は下記のとおりであります。

　

(1) 当社の関係会社及び継続的で緊密な事業上の関係がある関連当事者の事業内容

　

名称 事業内容 出資比率 区分

㈱スパイア
モバイル広告事業、メディア事業、Ｅコマース
事業

― 当社

㈱博報堂DYホールディングス 持株会社 ― 親会社

デジタル・アドバタイジング・
コンソーシアム㈱

インターネット広告業 ― 親会社

㈱インターライド モバイル広告事業 100.0% 連結子会社

㈱グリッド・ソリューションズ コンテンツ事業 27.2％
持分法非適用
関連会社

　

(2) 事業内容

当社グループの事業における位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は、次の通りでありま

す。なお、事業の種類別セグメントと同一の区分であります。

①モバイル広告事業

当事業には、モバイルメディアレップ、モバイル広告代理が属しております。

　モバイルメディアレップにおいては、広告代理店に対して、広告主の目的に応じたモバイルメディア

の提案、広告枠の販売を行っております。

　モバイル広告代理においては、広告主に対して、モバイルサイトサイト制作、広告掲載、広告効果検証

等のモバイルマーケティング関連ソリューションを提供しております。

　

②メディア事業

当事業には、メール広告、インターネットリサーチが属しております。

　メール広告においては、クライアントニーズに基づいた属性セグメントの会員に対して企業広告等を

Ｅメールにより配信するメール広告を提供しております。

　インターネットリサーチにおいては、約156万人規模の会員データベースから、クライアントニーズに

基づいた属性セグメントの会員を選定して実施できるインターネットリサーチサービスを提供してお

ります。

　

③Ｅコマース事業

当事業においては、主にＰＣで展開するショッピングサイト「ドリームカタログ」、モバイルで展開

するショッピングサイト「シンデレラ・ビューティ」にて、オンラインショッピングサービスを提供

しております。
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④その他の事業

当事業には、上記３事業に分類されないサービスが属しております。
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(3) 当社会員(ドリームメール会員)について

当社は、当社グループのビジネス基軸であるドリームメール会員を主にインターネット広告により

募集しております。インターネットユーザーは、バナー広告等から当社の会員登録サイト「ドリーム

メール」にアクセスし、当社から配信されるＥメールの受け取りを事前承諾した上で、メールアドレ

ス、住所、氏名、年齢、性別、趣味他詳細な個人情報を登録することにより、ドリームメール会員となりま

す。

当社は、当該ドリームメール会員の属性情報をデータベース化して管理し、当社グループの事業に活

用しております。また、会員コミュニティサイトの運営等による活性化、登録内容の更新を促す様々な

施策を実施するとともに、定期的に無効なメールアドレスの削除を行い、会員データベースのクオリ

ティ向上に努めております。

　

　

なお、平成20年３月以降における３ヶ月ごとのドリームメール会員数の推移は下表のとおりです。

　

　
平成20年
３月

平成20年
６月

平成20年
９月

平成20年
12月

平成21年
３月

平成21年
６月

平成21年
９月

平成21年
12月

ドリームメール
会員数(千人)

1,775 1,705 1,709 1,689 1,636 1,595 1,569 1,562

(注)　当社は、何らかの事由によりメールが届かない会員のメールアドレスを適宜削除して会員登録数を把握しており

ます。
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(4) 事業系統図

当社グループの事業の系統図は、次のとおりであります。
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４ 【関係会社の状況】　

　

名称 住所
資本金
(千円)

主要な事業の
内容

議決権の所有
被所有割合

関係内容所有
割合
(％)

被所有
割合
(％)

(親会社) 　 　 　 　 　 　

㈱博報堂ＤＹホールディン
グス
(注)２、３

東京都港区 10,000,000 持株会社 ― ― ―

(親会社) 　 　 　 　 　 　

デジタル・アドバタイジ

ング・コンソーシアム㈱

(注)２、３

東京都渋谷区 4,031,837
インターネット
広告業

―
54.9

(9.2)

役員の兼任４名

営業取引

(連結子会社) 　 　 　 　 　 　

㈱インターライド

(注)１、４、５
東京都港区 12,500モバイル広告事業 100.0 ―

役員の兼任４名

営業取引

　 　 　 　 　 　 　
(注) １　「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

２　有価証券報告書の提出会社であります。

３　議決権の被所有割合の（）内は、間接所有割合で内数となっております。

４　平成21年５月１日付で株式会社インタースパイアと合併したことに伴い新たに連結子会社となりました。

５　株式会社インターライドについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割　

　　合が10％を超えております。

　　　　主要な損益情報等　①売上高　　　   918,620千円

　　　　　　　　　　　　　②経常損失　 　  △1,836千円

　　　　　　　　　　　　　③当期純損失　　 △1,958千円

　　　　　　　　　　　　　④純資産額　　　△29,675千円

                          ⑤総資産額　　　 347,974千円

　

５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成21年12月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

モバイル広告事業 42

メディア事業 38

Ｅコマース事業 9

情報・管理部門 　32

合計 121

(注) １　従業員数は就業人員であります。

　

(2) 提出会社の状況

平成21年12月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

104 30.6 3.12 4,566

(注) １　従業員数は、当社から他社への出向者を除く就業人員数であります。

２　当社は年俸制を採用しているため、平均年間給与には賞与及び基準外賃金は含まれておりません。

３　前事業年度末に比べ従業員数が21名増加しておりますが、主として平成21年５月１日付で、株式会社インター

スパイアを吸収合併したことによるものであります。
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(3) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２ 【事業の状況】

当社グループは、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度との対比の記載は

しておりません。

　

１ 【業績等の概要】　

(1) 業績

当連結会計年度におけるわが国経済は、世界的な金融危機を背景に急速に悪化した景気に一部持ち

直しの兆しが見られたものの、失業率が高水準にあるなど依然として厳しい状況のなかで推移いたし

ました。その影響により、㈱電通発表の「日本の広告費」によりますと、平成20年における日本の総広

告費は前年比4.7％の減少となっております。一方、当社グループが属するインターネット広告市場は

前年比16.3％の増加となり、引き続き成長拡大いたしました。

こうした環境のもと、当社グループは、平成21年５月１日をもって株式会社インタースパイアを吸収

合併し、既存のPCを中心としたインターネット広告事業に加え、高い成長性が見込まれるモバイル（携

帯電話）インターネットマーケティング事業へ事業展開し、売上拡大に尽力いたしました。

上記の結果、当連結会計年度の売上高は、4,576,688千円となりました。

一方、利益面におきましては、合併以前より取り組んでいるコストの合理化等、経営統合のシナジー

実現に努めたものの、合併に伴う一時的なコストの発生等の影響により、当連結会計年度の営業損失は

68,861千円、経常損失は106,701千円、当期純損失は119,516千円となりました。
　

　

事業の種類別セグメントの業績は、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、モバイルメディアレップ、連結子会社である株式会社インターライドが営む

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、景気悪化の影響で広告市況全体が低迷するなかで、新たな販売施

策の実施、注力業種における新規顧客獲得に努めた結果、当連結会計年度のモバイル広告事業における

売上高は3,157,342千円、営業利益は92,500千円となりました。

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、「ターゲットリサーチ」

のインターネットリサーチが属しております。

メール広告におきましては、同じく広告市況全体の低迷の影響を受け、大手広告代理店経由の広告出

稿が減少いたしましたが、クリックインセンティブ型メール広告等の新商品の提供、当社ウェブサイト

における検索連動型広告の導入等の収益化施策を実施いたしました。

インターネットリサーチにおきましては、潜在的なニーズを有する大手広告会社、コンサルティング

会社等との取組みを強化するとともに、サービス面における質的向上、人材採用による体制強化等に努

めてまいりました。

また、新たな取組みとして、メディア事業においてモバイル課金型の新サービスの提供を開始するな

ど、既存の広告を主とした事業モデルに加えて、課金収益事業への展開を図りました。

その結果、当連結会計年度のメディア事業における売上高は739,978千円、営業利益は59,398千円と

なりました。

③Ｅコマース事業

Ｅコマース事業には、主に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。
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Ｅコマース事業におきましては、合併によって新たにモバイル（携帯電話）におけるショッピング

サービスを加えるとともに、既存サイトにおける収益性の向上に努めましたが、同業他社との価格競争

の激化による購買単価の低下の影響もあり、当連結会計年度のＥコマース事業における売上高は

676,528千円、営業損失は66,956千円となりました。
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④その他の事業

その他の事業には、上記の３事業に分類されないサービスが属しており、売上高は2,840千円、営業利

益は2,078千円となりました。
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(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は、合併による増加12,873千円を含む30,415千円が

増加し、358,813千円となりました。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す。
　

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果取得した資金は220,473千円となりました。これは主に税金等調整前当期純損失

115,754千円に、売上債権減少及び支払サイトの変化に伴う仕入債務増加による資金増加要因と固定資

産除却損等の非資金的費用を除いた結果によるものです。
　

(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80,688千円となりました。これは主にオフィス移転に伴う固定資産

の取得による支出によるものです。
　

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は122,242千円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出

によるものです。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】　

(1) 生産実績

当社では、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。

　

(2) 受注実績

当連結会計年度における受注実績を事業の種類別及び商品別に示すと、次のとおりであります。

　
項目 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 2,511,522 349,523

広告代理 927,738 12,815

小計 3,439,261 362,338

メディア事業

メール広告 606,988 25,847

リサーチ 148,199 ―

小計 755,188 25,847

Ｅコマース事業 　 676,528 ―

その他の事業 　 2,840 ―

合計 4,873,817 388,186

(注) １  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２  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。

３  セグメント間取引については、相殺消去しております。

　

(3) 販売実績

当連結会計年度における販売実績を事業の種類別及び商品別に示すと、次のとおりであります。

項目 販売高(千円)

モバイル広告事業

メディアレップ 2,238,721

広告代理 918,620

小計 3,157,342

メディア事業

メール広告 591,778

リサーチ 148,199

小計 739,978

Ｅコマース事業 　 676,528

その他の事業 　 2,840

合計 4,576,688

(注) １  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２  セグメント間取引については、相殺消去しております。

３  主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先
当連結会計年度

販売高(千円) 割合(％)

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ 2,194,625 48.0

４  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

EDINET提出書類

株式会社スパイア(E05222)

有価証券報告書

 15/130



３ 【対処すべき課題】　

当社グループは、高い成長が見込まれるモバイル（携帯電話）インターネットマーケティング事業、

156万人（平成21年12月末現在）の会員を擁するデータベースを活用したメディア事業、Ｅコマース事

業の継続的な成長に加えて、新規事業を積極的に推進することで、中長期的な成長の実現に向けて尽力

してまいります。

(1) 成長領域での積極的な事業展開

当社グループは、モバイル（携帯電話）インターネットマーケティング事業において、既存事業の成

長拡大に注力するとともに、新規サービスの開発、提供を積極的に推進し、更なる成長を図ってまいり

ます。

(2) 更なる収益改善に向けた取組み

当連結会計年度当初より取り組んでいるコストの合理化等によって、収益性に一定の改善が見られ

ております。当社グループでは、更なる収益性の向上に向けて、顧客誘引力を有する自社メディアを育

成し、高い収益性を有するインターネット企業への転換を図ってまいります。

(3) Ｅコマース事業の強化

インターネット利用者人口が増加し、Ｅコマース（電子商取引）の利便性が認知されるとともに、そ

の市場が拡大するなか、当社グループでは積極的にＥコマース事業の拡大に取り組んでおります。当社

グループでは、引き続き、利益率の向上に注力するとともに、「シンデレラ・ビューティ」等のモバイ

ル上で展開するショッピングサイトでの販売強化を図ってまいります。

(4) 会員データベースの質的向上及び量的維持

当社グループの重要な事業資産である会員データベースの質的向上・量的維持に取り組むととも

に、情報運用における管理体制を強化し、信頼のおけるアクティブで質の高いデータベースを蓄積して

いくことで、競争優位性の強化と収益の拡大を今後も図ってまいります。
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４ 【事業等のリスク】

(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。

① 国内外の政治・経済の状況、各種規制等

当社グループの業績は、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、当社グループのサービスに対

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、当社グループの事業に関して、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。

② 急激な技術変化等による情報インフラの変動

当社グループの事業は、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、当社グループ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グループの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、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

③ 商品需給の急激な変動及び競争の激化

インターネット業界の歴史は浅く、今後新たな競合企業や代替商品が出現してくる可能性がありま

す。こうした競争等の影響を受けて、販売価格が著しく下落したり、販売数量が著しく減少したりする

場合には、当社グループの業績及び財務状況は悪影響を受ける可能性があります。

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

当社グループは、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、当社グループの業績に大きな影響を与える可能性があります。

⑤ 新規事業の成否

当社グループは、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、及び当社グループの想定通り

に事業が推移しない場合には、当社グループの業績に大きな影響を与える可能性があります。

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

天災地変、その他当社グループ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

い事由が発生した場合には、当社グループ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、当社グループ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。

⑦ 情報漏洩にかかるリスク

当社グループでは、「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や、Ｅコマースを通

じて取得した購買履歴を含む個人情報等を保有しております。当社グループは、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、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
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 (2) 継続企業の前提に関する重要事象等

当社グループは、当連結会計年度において、合併後の下半期より営業利益の安定化に一定の改善が見ら

れましたが、当連結会計年度の営業損失は68,861千円となり、前事業年度に引き続き、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。

　

５ 【経営上の重要な契約等】　

(1) 広告取引契約

契約会社名 相手方の名称 国名 契約品目 契約内容 契約期間

㈱スパイア
デジタル・アドバタ
イジング・コンソー
シアム㈱

日本

DEmail
マグスタ
アフィリエイト
プログラム

独占的販売代理
権の付与

平成21年7月15日から
平成22年7月14日まで
(１年ごと更新)

　

　

６ 【研究開発活動】　

当連結会計年度において、研究開発活動について特記すべき事項はありません。
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７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当連結会計年度が連結財務諸表の作成初年度であるため、前年同期比較は記載しておりません。

　

(1) 財政状態

　①資産の部

当連結会計年度末における総資産は、1,533,134千円となりました。

　流動資産は、1,307,645千円となりました。主な内訳は、現金及び預金358,813千円、受取手形及び売掛

金871,770千円、たな卸資産26,341千円及び前払費用26,934千円であります。

固定資産は、225,488千円となりました。主な内訳は、投資有価証券33,560千円及び差入保証金79,203

千円であります。

  ②負債の部

　当連結会計年度末における負債は、1,110,340千円となりました。

　　流動負債は、1,016,121千円となりました。主な内訳は、買掛金765,523千円、1年以内返済予

　定の長期借入金139,959千円及び未払金79,288千円となります。

　　固定負債は、94,218千円となりました。主な内訳は、長期借入金71,298千円及びポイント引当　

　金20,387千円となります。

　③純資産の部

　当連結会計年度末における純資産合計は、422,793千円となりました。

　　主な内訳は、資本金1,308,628千円、資本剰余金885,021千円及び利益剰余金△1,664,950千円

　であります。

(2) 経営成績

① 売上の状況

当連結会計年度における売上高は4,576,688千円となりました。株式会社インタースパイアを吸収合

併し、モバイルインターネットマーケティング事業へ事業展開し、売上拡大に尽力したことが挙げられ

ます。

② 営業利益の状況

当連結会計年度における営業損失は68,861千円となりました。主な要因としては、合併に伴う一時的

なコストの発生等の影響が挙げられます。

なお、販売費及び一般管理費は、1,184,461千円となりました。主に合併に伴う人件費の増加、オフィ

ス移転コストの増加が挙げられます。

③ 経常利益の状況

当連結会計年度における経常損失は106,701千円となりました。当事業年度の営業外損益の主な内容

は、受取利息や支払利息、財務調査費等です。

④ 当期純利益

当連結会計年度における当期純損失は119,516千円となりました。当連結会計年度において9,053千

円の特別損失が計上されておりますが、この主な内容は、事業撤退による減損損失や転職支援制度実施

による特別損失、合併に向けたオフィス移転に伴う固定資産除却損等です。
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(3) 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は、358,813千円となりました。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す。
　

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果取得した資金は220,473千円となりました。これは主に税金等調整前当期純損失

115,754千円に、売上債権減少及び支払サイトの変化に伴う仕入債務増加による資金増加要因と固定資

産除却損等の非資金的費用を除いた結果によるものです。
　

(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80,688千円となりました。これは主にオフィス移転に伴う固定資産

の取得による支出によるものです。
　

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は122,242千円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出

によるものです。

 (4) 継続企業の前提に関する重要事象等

当社グループは、当連結会計年度において、合併後の下半期より営業利益の安定化に一定の改善が見ら

れましたが、当連結会計年度の営業損失は68,861千円となり、前事業年度に引き続き、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。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当連結会計年度における設備投資総額は23,876千円であり、その主な内容は下記になります。

(全社)

オフィス移転関連の内装工事等の購入：9,006千円

サーバ設備・パソコン等の購入：4,574千円

(メディア事業)

ソフトウェア等の購入：10,295千円

　

２ 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

平成21年12月31日現在

事業所名
(所在地)

事業の種類別セグ
メントの名称

設備の内容

帳簿価額(千円)
従業員数
(名)建物 器具備品

ソフトウェア
その他

合計

東京オフィス
(東京都港区)

全社
モバイル広告事業
メディア事業

サーバ設備
事務所内装設
備
事務用パソコ
ン

41,54716,939 96,788155,27587

大阪オフィス
(大阪市北区)

全社
メディア事業

配信設備
サーバ設備
事務所内装設
備
事務用パソコ
ン

5,963 8,993 10,18925,14617

(注) １  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２  ソフトウェアその他の内訳は、ソフトウェア27,774千円、差入保証金79,203千円であります。

３  上記の他、主要な賃借設備の内容は下記のとおりであります。

名称 数量(台) リース期間(年)
年間リース料
(千円)

リース契約残高
(千円)

サーバー
(所有権移転外ファイナンス・
リース)

1 5 10,628 ―

サーバー
(所有権移転外ファイナンス・
リース)

1 4 11,481 ―

事務機器
(所有権移転外ファイナンス・
リース)

6 5 1,190 2,105

　

(2) 国内子会社

平成21年12月31日現在

会社名
事業所名
（所在地）

事業の種類別セ
グメントの名称

設備の内容

帳簿価額(千円)
従業員数
(名)建物 器具備品

ソフト
ウェア

合計

株式会社
インターライド

本社
(東京都港区)

モバイル広告事
業

事務所内装設備
事務用パソコン

― 1,5545,1476,70217

　 　 　 　 　 　 　 　 　
３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

該当事項はありません。
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(2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 74,000,000

計 74,000,000

(注)　平成22年３月25日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は同日より

51,653,600株増加し、74,000,000株となっております。

　

② 【発行済株式】

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成21年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年３月26日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 18,628,83018,628,830
大阪証券取引所
ヘラクレス市場

単元株式数は100株であります。

計 18,628,83018,628,830― ―

(注)  提出日現在の発行数には、平成22年３月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使(旧商法に

基づき発行された新株引受権の権利行使を含む。)により発行された株式数は、含まれておりません。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

①  旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権(ストックオプション)に関する事項は、次のとおりで

あります。

臨時株主総会の決議日(平成13年５月28日)

　
事業年度末現在
(平成21年12月31日)

提出日の前月末現在
(平成22年２月28日)

新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数は100株であります
同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)    291,600  (注)２、３   同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,000  (注)４ 同左

新株予約権の行使期間
平成13年５月28日から
平成23年５月27日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 1,000
資本組入額 500

　

同左

新株予約権の行使の条件

平成13年５月28日開催の臨時
株主総会及び同日開催の取締
役会の決議に基づき、当社と
付与対象者の間で締結する
「新株引受権付与契約」に定
めるものとする。(注)５

同左

新株予約権の譲渡に関する事項 ― ―

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項

― ―
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(注) １  当該ストックオプションは、当社取締役、使用人及び新事業創出促進法第11条ノ５第２項に規定する認定支援

者に対して付与したものであります。

２  新株予約権の目的となる株式の数は、権利付与対象者の権利行使および退職等に伴い、権利付与対象ではなく

なった株式の数を控除した残数を記載しております。

３  新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割等により払込金額を下回る価格で新株を発行するとき

は、次の調整式により調整される。なお、調整前払込金額は、１株当たりの払込金額の調整式(コンバージョン

・プライス方式)による調整前の払込金額を意味し、調整後払込金額は、同調整式による調整後の払込金額を

意味する。

　

調整後新株数  ＝
調整前新株数  ×  調整前払込金額

調整後払込金額

　
４  １株当たりの払込金額は、当社が株式分割等により払込金額を下回る価格で新株の発行が行われる場合は、次

の調整式(コンバージョン・プライス方式)により調整される。調整により生じる１円未満の端数は切り上げ

る。なお、合併、資本の減少、株式の併合等が行われる場合にも調整されるものとする。

　

調整後払込金額  ＝
既発行株式数×調整前払込金額＋新発行株式数×１株当たり払込金額

既発行株式数＋新発行株式数

　
５  主な新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。

①  権利を付与された者は、当社株券が日本証券業協会に登録された日、又はいずれかの金融商品取引所に上場

された日(以下「株式公開日」という。)以降、以下の区分に従って、付与された権利の一部又は全部を行使

することができる。なお、(ア)又は(イ)の場合に生ずる端株は(ウ)に繰り越すものとする。

(ア)  株式公開日の１年後の応答日以降、付与された権利のうち、３分の１の権利を行使することができ

る。

(イ)  株式公開日の１年６ヶ月後の応答日以降、付与された権利のうち、３分の２の権利を行使することが

できる。

(ウ)  株式公開日の２年後の応答日以降、付与された権利のすべてを行使することができる。

②  上記①に従い権利行使が可能となった新株引受権は、権利を与えられた者が死亡した場合には、死亡の日後

１年内に限りその相続人が新株引受権を行使することができる。

③  権利を付与された者(ただし、認定支援者を除く)が、当社の役員又は使用人たる地位を失った場合、これを

行使することはできない。

その他の条件については、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結する「新株

引受権付与契約」に定めるところによる。
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臨時株主総会の決議日(平成13年11月16日)

　
事業年度末現在
(平成21年12月31日)

提出日の前月末現在
(平成22年２月28日)

新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数は100株であります
同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)     2,300  (注)１，２ 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,000  (注)３ 同左

新株予約権の行使期間
平成13年11月16日から
平成23年11月15日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 1,000
資本組入額 500

　

同左

新株予約権の行使の条件

平成13年11月16日開催の臨時
株主総会及び同日開催の取締
役会の決議に基づき、当社と
付与対象者の間で締結する
「新株引受権付与契約」に定
めるものとする。(注)４

同左

新株予約権の譲渡に関する事項 ― ―

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項

― ―

(注) １  新株予約権の目的となる株式の数は、権利付与対象者の権利行使および退職等に伴い、権利付与対象ではなく

なった株式の数を控除した残数を記載しております。

２  新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割等により払込金額を下回る価格で新株を発行するとき

は、次の調整式により調整される。なお、調整前払込金額は、１株当たりの払込金額の調整式(コンバージョン

・プライス方式)による調整前の払込金額を意味し、調整後払込金額は、同調整式による調整後の払込金額を

意味する。

　

調整後新株数  ＝
調整前新株数  ×  調整前払込金額

調整後払込金額

　
３  １株当たりの払込金額は、当社が株式分割等により払込金額を下回る価格で新株の発行が行われる場合は、次

の調整式(コンバージョン・プライス方式)により調整される。調整により生じる１円未満の端数は切り上げ

る。なお、合併、資本の減少、株式の併合等が行われる場合にも調整されるものとする。

　

調整後払込金額  ＝
既発行株式数×調整前払込金額＋新発行株式数×１株当たり払込金額

既発行株式数＋新発行株式数

　
４  主な新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。

①  権利を付与された者は、当社株券が日本証券業協会に登録された日、又はいずれかの金融商品取引所に上場

された日(以下「株式公開日」という。)以降、以下の区分に従って、付与された権利の一部又は全部を行使

することができる。なお、(ア)又は(イ)の場合に生ずる単元未満株は(ウ)に繰り越すものとする。

(ア)  株式公開日の１年後の応答日以降、付与された権利のうち、３分の１の権利を行使することができ

る。

(イ)  株式公開日の１年６ヶ月後の応答日以降、付与された権利のうち、３分の２の権利を行使することが

できる。

(ウ)  株式公開日の２年後の応答日以降、付与された権利のすべてを行使することができる。

②  上記①に従い権利行使が可能となった新株引受権は、権利を与えられた者が死亡した場合には、死亡の日後

１年内に限りその相続人が新株引受権を行使することができる。

③  権利を付与された者が、当社の役員又は使用人たる地位を失った場合、これを行使することはできない。

その他の条件については、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結する「新株

引受権付与契約」に定めるところによる。
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②  平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)

に関する事項は、次のとおりであります。
　

定時株主総会の決議日(平成17年３月25日)

　
事業年度末現在
(平成21年12月31日)

提出日の前月末現在
(平成22年２月28日)

新株予約権の数(個)     531  (注)１ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数は100株であります
同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)     53,100  (注)１、２ 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円)     758  (注)３ 同左

新株予約権の行使期間
平成20年１月１日から
平成22年５月31日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格      758
資本組入額    379

同左

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。

同左

②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。

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。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項

― ―

(注) １  新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、権利付与対象者の権利行使および退職等に伴い、権

利付与対象ではなくなった新株予約権の数及び株式の数を控除した残数を記載しております。

２  当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。

    ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数に

ついて行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

　
調整後株式数  ＝  調整前株式数  ×  分割・併合の比率

　
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割

もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
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３  当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整による１円未

満の端数は切り上げる。
　

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

　
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合 (新株予約権の行使により新株

を発行する場合を除く) は、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整による１円未満の端数は切

り上げる。
　

　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新規発行前の時価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

　
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１

株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。

　

定時株主総会の決議日(平成18年３月24日)

　
事業年度末現在
(平成21年12月31日)

提出日の前月末現在
(平成22年２月28日)

新株予約権の数(個)     430  (注)１ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数は100株であります
同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)     43,000  (注)１、２ 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円)     708  (注)３ 同左

新株予約権の行使期間
平成22年１月１日から
平成26年12月31日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格      708
資本組入額    354

同左

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。

同左

②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。

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。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項

― ―
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(注) １  新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、権利付与対象者の権利行使および退職等に伴い、権

利付与対象ではなくなった新株予約権の数及び株式の数を控除した残数を記載しております。

２  当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。

ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数に

ついて行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

　
調整後株式数  ＝  調整前株式数  ×  分割・併合の比率

　
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割

もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。

３  当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整による１円未

満の端数は切り上げる。
　

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

　
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合 (新株予約権の行使により新株

を発行する場合を除く) は、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整による１円未満の端数は切

り上げる。
　

　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新規発行前の時価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

　
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１

株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。

　

③　会社法に基づき発行した新株予約権（ストックオプション）に関する事項は、次のとおりであります。

定時株主総会の決議日(平成21年３月25日)

　
事業年度末現在
(平成21年12月31日)

提出日の前月末現在
(平成22年２月28日)

新株予約権の数(個) 1,038  (注)１ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数は100株であります
同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)  496,164  (注)１、２ 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円)  93  (注)３ 同左

新株予約権の行使期間
平成22年５月１日から
平成27年４月30日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 93
資本組入額 47

同左

新株予約権の行使の条件 (注)４ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権について、譲渡、担保
権の設定、その他一切の処分を
できないものとする。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項

(注)５ 同左
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(注) １　新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、権利付与対象者の権利行使および退職等に伴い、権

利付与対象ではなくなった新株予約権の数及び株式の数を控除した残数を記載しております。

２　当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものと

する。

　　ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につ

いてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

　
調整後株式数　＝　調整前株式数　×　分割・併合の比率

　
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、その他株式の数の調整を必要とする場合、当

社は合理的な範囲内で必要と認める株式の数の調整を行う。
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３　当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端

数はこれを切り上げるものとする。
　

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

　
また、当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分する場合（ただし、当社普通株式の交付と引

換えに当社に取得される証券もしくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の交付を請求でき

る新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）及び商法等の一部を改正する法律（平成13年法

律第128号）施行前の商法に基づき付与されたストック・オプションによる新株引受権の行使ならびに転換

社債の転換の場合は除く。）は次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数はこれを

切り上げるものとする。
　

　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新規発行前の時価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

　
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１

株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。

４　新株予約権の行使の条件

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

　　　は当社子会社の役員・社員たる地位を失った者

(イ)　当社又は当社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。

５　組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

　　　　当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を

総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存

する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに

掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するこ

とができるものとする。また、この場合において、当社は残存新株予約権を無償で取得することができるもの

とし、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の

新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株

式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(ア)　交付する再編対象会社の新株予約権の数

　　　組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の

　　　数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(イ)　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　　　再編対象会社の普通株式とする。

(ウ)　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　　　組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)２に準じて決定する。

(エ)　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　　交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう　　

　　　え、調整した再編後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

(オ)　新株予約権を行使することができる期間

　　　募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅　　　

　　　い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(カ)　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

　　　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第　

　　　1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の１の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じた

　　　ときは、その端数を切り上げるものとする。

EDINET提出書類

株式会社スパイア(E05222)

有価証券報告書

 30/130



　　　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増　

　　　加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(キ)　新株予約権の行使の条件

　　　上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

(ク)　譲渡による新株予約権の取得の制限

　　　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(ケ)　再編対象会社による新株予約権の取得事由

　　　本新株予約権の取得事由に準じて決定する。

　

定時株主総会の決議日（平成21年３月25日）

　
事業年度末現在
(平成21年12月31日)

提出日の前月末現在
(平成22年２月28日)

新株予約権の数(個) 106  (注)１ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数は100株であります
同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)   50,668  (注)１、２ 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円)  116  (注)３ 同左

新株予約権の行使期間
平成23年１月１日から
平成28年12月31日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 116
資本組入額 58

同左

新株予約権の行使の条件 (注)４ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権について、譲渡、担保
権の設定、その他一切の処分を
できないものとする。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項

(注)５ 同左

(注) １　新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、権利付与対象者の権利行使および退職等に伴い

権利付与対象ではなくなった新株予約権の数及び株式の数を控除した残数を記載しております。

２　当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものと

する。

　　ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につ

いてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

　
調整後株式数　＝　調整前株式数　×　分割・併合の比率

　
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、その他株式の数の調整を必要とする場合、当

社は合理的な範囲内で必要と認める株式の数の調整を行う。
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３　当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端

数はこれを切り上げるものとする。
　

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

　
また、当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分する場合（ただし、当社普通株式の交付と引

換えに当社に取得される証券もしくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の交付を請求でき

る新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）及び商法等の一部を改正する法律（平成13年法

律第128号）施行前の商法に基づき付与されたストック・オプションによる新株引受権の行使ならびに転換

社債の転換の場合は除く。）は次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数はこれを

切り上げるものとする。
　

　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新規発行前の時価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

　
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１

株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。

４　新株予約権の行使の条件

　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、「当社子会社」という。）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　

　当社子会社の役員・社員たる地位を失った後も、当社又は当社子会社の役員・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

　　　は当社子会社の役員・社員たる地位を失った者

(イ)　当社又は当社子会社の従業員、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

(ウ)　当社又は当社子会社の出向者　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。

５　組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

　　　　当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を

総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存

する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに

掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するこ

とができるものとする。また、この場合において、当社は残存新株予約権を無償で取得することができるもの

とし、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の

新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株

式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(ア)　交付する再編対象会社の新株予約権の数

　　　組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の

　　　数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(イ)　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　　　再編対象会社の普通株式とする。

(ウ)　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　　　組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)２に準じて決定する。

(エ)　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　　交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう　　

　　　え、調整した再編後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

(オ)　新株予約権を行使することができる期間

　　　募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅　　　

　　　い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(カ)　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

　　　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第　

　　　1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の１の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じた

　　　ときは、その端数を切り上げるものとする。
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　　　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増　

　　　加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(キ)　新株予約権の行使の条件

　　　上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

(ク)　譲渡による新株予約権の取得の制限

　　　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(ケ)　再編対象会社による新株予約権の取得事由

　　　本新株予約権の取得事由に準じて決定する。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

平成22年２月１日以降の開始事業年度に係る有価証券報告書から適用されるため、記載事項はありま

せん。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成17年３月25日
(注)１

― 4,345,600 ― 903,025△470,743225,756

平成18年３月６日
(注)２

141,0004,486,60045,120 948,145 45,120 270,876

平成20年11月18日
(注)３

1,100,0005,586,60066,0001,014,14564,900 335,776

平成21年５月１日
(注)４
 

13,042,23018,628,830294,4831,308,628194,483530,259

(注) １  平成17年３月25日開催の定時株主総会における資本準備金減少決議に基づくその他資本剰余金への振替であ

ります。

２  デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社を割当先とする第三者割当増資であります。

発行価格 １株につき 金640円

資本組入額 １株につき 金320円

３  株式会社インタースパイア、株式会社インターライドを割当先とする第三者割当増資であります。

発行価格 １株につき 金119円

資本組入額 １株につき 金60円

４  株式会社インタースパイアとの合併に伴い、株式会社インタースパイアの普通株式１株に対して、当社の普通

株式478株を割当交付したことによる増加であります。
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(6) 【所有者別状況】

平成21年12月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
(人)

― 2 8 21 1 1 889 922 ―

所有株式数
(単元)

― 437 120123,489 60 2 62,175186,283 530

所有株式数
の割合(％)

― 0.23 0.06 66.29 0.03 0.00 33.38100.00 ―

(注) １  自己株式617,932株は、「個人その他」に6,179単元及び「単元未満株式の状況」に32株含まれております。

２  上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が2単元含まれております。

　

(7) 【大株主の状況】

平成21年12月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

デジタル・アドバタイジング・
コンソーシアム株式会社

東京都渋谷区恵比寿４－20－３ 8,236,750 44.22

早  川  与  規 東京都港区 3,052,508 16.39

住友商事株式会社 東京都中央区晴海１－８－11 1,831,500 9.83

井  筒  雅  博 京都府長岡京市 799,500 4.29

株式会社アド・プロ 東京都渋谷区恵比寿４－20－３ 550,000 2.95

株式会社シーエー・モバイル 東京都渋谷区桜丘町20－１ 550,000 2.95

有限会社デジタル・アド・テック 東京都渋谷区恵比寿４－20－３ 550,000 2.95

ＤＡＣビジネスパートナーズ株式会
社

東京都渋谷区恵比寿４－20－３ 550,000 2.95

手  嶋  浩  己 東京都港区 239,000 1.28

中  村     健 東京都江戸川区 239,000 1.28

計 ― 16,598,258 89.10

(注) １　当社は自己株式617,932株（3.32％）を保有しておりますが、上記大株主から除いております。

２　前事業年度末現在、主要株主でなかったデジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社、早川与規、住

友商事株式会社は当連結会計年度末では主要株主となっております。

３　前事業年度末現在、主要株主であった井筒雅博氏は、当連結会計年度末では主要株主ではなくなりました。
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(8)【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成21年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 617,900

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 18,010,400
　

180,104 ―

単元未満株式 普通株式 530
　

― ―

発行済株式総数 18,628,830 ― ―

総株主の議決権 ― 180,104 ―

(注) １  「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が200株(議決権2個)含まれております。

２  「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式32株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成21年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社スパイア

東京都港区南青山
三丁目２番５号

617,900 ─ 617,900 3.32

計 ― 617,900 ─ 617,900 3.32
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(9) 【ストックオプション制度の内容】

当社は以下のストックオプション制度を採用しております。

　

旧商法第280条ノ19及び新事業創出促進法第11条の５の規定に基づき、当社取締役、従業員及び当社認

定支援者に新株引受権を付与することを平成13年５月28日及び平成13年11月16日の臨時株主総会におい

て決議されたものがあります。

当該制度の内容は次のとおりであります。

　

(平成13年５月28日臨時株主総会決議)

決議年月日 平成13年５月28日

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

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項

―

　

(平成13年11月16日臨時株主総会決議)

決議年月日 平成13年11月16日

付与対象者の区分及び人数 当社従業員26名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項

―
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平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役、監査

役及び従業員並びに社外協力者に対して、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成17

年３月25日、平成18年３月24日の定時株主総会において決議されたものがあります。

当該制度の内容は次のとおりであります。

　

第２回新株予約権(平成17年３月25日定時株主総会決議)

決議年月日 平成17年３月25日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役３名、当社従業員78名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項

―

　

第３回新株予約権(平成18年３月24日定時株主総会決議)

決議年月日 平成18年３月24日

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

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項

―

　

会社法に基づき、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員並びに社外協力者に対して、特に有
利な条件をもって新株予約権を発行することを平成21年３月25日の定時株主総会において決議されたも
のがあります。
　当該制度の内容は次のとおりであります。

　

EDINET提出書類

株式会社スパイア(E05222)

有価証券報告書

 37/130



第４回新株予約権(平成21年３月25日定時株主総会決議)

決議年月日 平成21年３月25日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役7名、当社従業員34名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

　

第５回新株予約権(平成21年３月25日定時株主総会決議)

決議年月日 平成21年３月25日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社監査役１名、社外協力者１名、当社従業員15名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

　

また、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の従業員及び当社子会社の取締役、監
査役並びに従業員のうち当社取締役会で認めた者に対して、特に有利な条件をもって新株予約権を発行
することを、平成22年３月25日の定時株主総会において決議されたものがあります。
当該制度の内容は次のとおりであります。

　
(平成22年３月25日定時株主総会決議)

決議年月日 平成22年３月25日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社の従業員及び当社子会社の取締役、監査役並びに従業員

新株予約権の目的となる株式の種類
当社普通株式
単元株式数は100株であります。

株式の数 518,000株を上限とする    (注) １

新株予約権の行使時の払込金額 (注) ２

新株予約権の行使期間
割当日後２年を経過した日から割当日後10年を経過する日までの期間で
取締役会が決定する期間とする。

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。
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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。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項

―

(注) １  当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するもの
とする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数に
ついてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

　
調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

　 また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、その他株式の数の調整を必要とする場合、
当社は合理的な範囲内で必要と認める株式の数の調整を行う。

　
２  新株予約権の行使時の払込金額は、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。
なお、割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じ
る１円未満の端数はこれを切り上げるものとする。

　

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率
　

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合（新株予約権の行使に
よる場合及び旧商法第280条ノ19第１項の規定に基づく新株引受権の行使による場合を除く。）は、次の算式
により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数はこれを切り上げるものとする。

　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数  ×  １株当たり払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
新規発行前の時価

既発行株式数  ＋  新規発行による増加株式数
　 上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式を処分する場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「１株当たり払込金
額」を「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、その他行使価額の調整を必要とする場合、
当社は合理的な範囲内で必要と認める行使価額の調整を行う。
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２ 【自己株式の取得等の状況】
　

【株式の種類等】 　

会社法第155条第７号及び第11号による普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

会社法第155条第11号による取得

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

株主総会決議(平成21年３月25日)での決議状況
(取得日　平成21年５月１日)

550,000 65,450

当事業年度前における取得自己株式 ― ―

当事業年度における取得自己株式 550,000 65,450

残存授権株式の総数及び価額の総額 ― ―

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) ― ―

当期間における取得自己株式 ― ―

提出日現在の未行使割合(％) ― ―

　

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式 ― ―

当期間における取得自己株式 80 8,960

(注)　当期間における取得自己株式には、平成22年３月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取によ

る株式は含めておりません。

　

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

　

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(円)
株式数(株)

処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行った

取得自己株式
― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る

移転を行った取得自己株式
― ― ― ―

その他(－) ― ― ― ―
　 　 　 　 　

保有自己株式数 617,932 ― 618,012 ―

(注)  当期間における保有自己株式数には、平成22年３月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買

取りによる株式数は含まれておりません。
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３ 【配当政策】

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。

当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金

の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

しかしながら、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。

当社は「取締役会の決議により毎年６月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款

に定めております。

　

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

　

回次 第９期 第10期 第11期 第12期 第13期

決算年月 平成17年12月 平成18年12月 平成19年12月 平成20年12月 平成21年12月

最高(円) 1,340 925 770 260 267

最低(円) 640 350 200 93 111

(注)  最高・最低株価は、大阪証券取引所ヘラクレス市場におけるものであります。

　

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

　

月別 平成21年７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高(円) 206 203 195 165 164 188

最低(円) 179 180 138 140 131 111

(注)  最高・最低株価は、大阪証券取引所ヘラクレス市場におけるものであります。
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５ 【役員の状況】

　

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

代表取締役
社長
CEO

早  川  与  規 昭和44年９月２日生

平成４年４月 株式会社博報堂入社

(注)3 3,052

平成11年９月 株式会社サイバーエージェント常

務取締役就任

平成11年11月株式会社ネットプライス取締役就

任

平成12年１月 株式会社サイバーエージェント取

締役副社長兼COO就任

平成16年12月株式会社インタースパイア設立

同社代表取締役社長就任

平成17年３月 株式会社インターワークス代表取

締役社長就任

平成18年10月株式会社インターライド代表取締

役社長就任(現任)

平成21年１月 当社執行役員最高経営責任者

(CEO)就任

平成21年３月 当社代表取締役社長CEO就任(現

任)

取締役
CFO

経営本部長
 

小  川  大  介 昭和47年10月19日生

平成７年４月 谷口会計事務所入所

(注)3 ―

平成12年10月エス・イー・テクノ株式会社入社

平成15年５月 株式会社ヴィヴィッド入社

平成16年２月 当社入社

平成18年１月 当社経理部長就任

平成19年１月 当社執行役員経営戦略本部長就任

平成19年３月 当社取締役就任(現任)

　 当社最高財務責任者(CFO)経営戦

略本部長就任

平成21年１月 当社最高執行責任者(COO)事業統

括本部長就任

平成21年３月 当社DE事業本部長就任

平成22年１月 当社CFO経営本部長就任(現任)
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有株式数

(千株)

取締役
CIO

情報管理
本部長

岡  本  重  信 昭和44年10月20日生

平成４年４月 PFU関西ソフトウェア株式会社入

社

(注)3 ―

平成12年２月 当社入社

平成16年１月 当社システム開発部長就任

平成16年４月 当社執行役員就任

平成18年１月 当社システム本部長就任

平成19年１月 当社情報管理本部長就任(現任)

平成19年３月 当社取締役就任(現任)

当社最高情報責任者(CIO)就任(現

任)

取締役
リサーチ
事業本部長

手  嶋  浩  己 昭和51年７月20日生

平成11年４月 株式会社博報堂入社

(注)3 239

平成17年４月 デジタル・アドバタイジング・コ

ンソーシアム株式会社入社

平成18年３月 株式会社インタースパイア代表取

締役副社長兼COO就任

平成18年10月株式会社インターライド取締役就

任

平成20年６月 株式会社インタースパイア取締役

副社長就任

平成20年10月同社メディアコマース本部長就任

平成20年11月同社メディア事業部長就任

平成21年１月 当社執行役員リサーチ事業部長就

任

平成21年３月 当社取締役リサーチ事業本部長就

任(現任)

取締役

コマース

事業担当

 

福  井      敦 昭和49年４月３日生

平成11年４月 国際証券株式会社(現  三菱UFJ証

券株式会社)入社

(注)3 43

平成12年３月 株式会社サイバーエージェント入

社

平成16年４月 株式会社シーエー・モバイル出向

平成17年４月 同社転籍

平成18年９月 株式会社インタースパイア入社

平成18年10月株式会社インターライド取締役就

任(現任)

平成19年10月株式会社インタースパイア事業開

発グループシニアマネージャー就

任

　 株式会社インターライド取締役

COO就任

平成20年６月 株式会社インタースパイア取締役

広告代理事業担当就任

平成21年３月 当社取締役就任(現任)

平成21年11月 当社コマース事業担当就任(現任)
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有株式数

(千株)

取締役 　 矢  嶋  弘  毅 昭和36年３月９日生

昭和59年４月 株式会社博報堂入社

(注)3 ―

平成８年４月 同社マーケティングディレクター就

任

平成８年12月 デジタル・アドバタイジング・コン

ソーシアム株式会社代表取締役社長

就任(現任)

平成12年12月 株式会社アド・マーケットプレイス

(現  株式会社スパイスボックス)取

締役就任(現任)

平成17年３月 当社取締役就任(現任)

平成17年10月 北京迪愛慈商務諮詢有限公司(現  北

京迪愛慈広告有限公司)董事長就任

平成18年３月 株式会社インタースパイア取締役就

任

平成19年12月 株式会社レリバンシー・プラス取締

役就任(現任)

平成20年７月 北京迪愛慈広告有限公司董事就任

(現任)

取締役 　 高  梨  秀  一 昭和44年４月９日生

平成２年４月 第一企画株式会社(現  株式会社

アサツー ディ・ケイ)入社

(注)3 ―

平成10年２月 デジタル・アドバタイジング・コ

ンソーシアム株式会社へ出向

平成12年10月同社へ転籍  同社メディア本部モ

バイルメディア部長就任

平成13年１月 同社営業本部第一営業部長就任

平成17年12月同社営業本部副本部長就任

平成18年２月 同社執行役員 営業本部副本部長

就任

株式会社アド・プロ取締役就任

(現任)

平成18年３月 当社取締役就任(現任)

平成18年４月 デジタル・アドバタイジング・コ

ンソーシアム株式会社執行役員 

メディア本部長就任

平成19年12月 株式会社レリバンシー・プラス取締

役就任(現任)

平成21年２月 デジタル・アドバタイジング・コ

ンソーシアム株式会社取締役メ

ディア本部長就任(現任)

監査役
(常勤) 　 山  﨑      滋 昭和36年10月12日生

昭和59年４月 株式会社旭通信社(現  株式会社

アサツーディ・ケイ)入社

(注)5 ―

平成17年12月デジタル・アドバタイジング・コ

ンソーシアム株式会社出向

平成20年６月 株式会社インタースパイア監査役

就任

　 株式会社インターライド監査役就

任(現任)

平成21年３月 当社監査役就任(現任)
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有株式数

(千株)

監査役 　 児  玉  皓  次 昭和16年10月５日生

昭和39年４月 株式会社東芝入社

(注)4 ―

平成３年７月 東芝情報システムオランダ社 社

長就任

平成４年７月 東芝情報システムベネルクス社 

社長就任

平成６年４月 東芝ヨーロッパ社 社長就任

平成８年９月 日本ベリサイン株式会社代表取締

役社長就任

平成13年４月 同社取締役会長就任

平成14年４月 同社取締役就任

平成14年７月 株式会社アイシス取締役就任

平成15年８月 スタンダードマイクロシステムズ

株式会社顧問就任

平成16年３月 当社監査役就任(現任)

監査役 　 高  嶋  修  一 昭和39年６月12日生

昭和62年４月 野村證券株式会社入社

(注)5 ―

平成12年４月 イー・リサーチ株式会社入社

平成16年５月 株式会社高嶋インベストメントイ

ニシアチブ設立

同社代表取締就任役(現任)

平成21年３月 当社監査役就任(現任)

計 3,334

　 (注) １  取締役  矢嶋弘毅及び高梨秀一は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２  監査役  児玉皓次及び高嶋修一は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

３  取締役の任期は、平成20年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成22年12月期に係る定時株主総会終結

の時までであります。

４  監査役　児玉皓次の任期は、平成19年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成23年12月期に係る定時株

主総会終結の時までであります。

５  監査役　山﨑滋及び高嶋修一の任期は、平成20年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成23年12月期に

係る定時株主総会終結の時までであります。
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

　(1)　【コーポレート・ガバナンスの状況】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社では、当社の経営理念である「社会にとって不可欠な企業となる」ことを実現させるために、

コーポレート・ガバナンスの充実を図り、経営の透明性、効率性を向上させることを経営の重要課題の

一つと考えております。

当社のコーポレート・ガバナンスは、取締役及び使用人による法令、定款及び企業倫理の遵守を基本

方針とし、取締役及び使用人へ企業倫理及び遵守すべき事項の周知徹底を図るとともに、その実践のた

めの業務執行体制を構築いたします。

　

② コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

イ．会社の機関の内容

取締役会は、提出日現在７名で構成されており、うち２名を社外取締役とすることで経営の透明性向

上を図っております。取締役の職務執行が効率的に行われることの基礎として、定時取締役会を毎月１

回開催するとともに、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を図り、

取締役間の意思疎通を確保しております。なお、当社は取締役の定数について「15名以内とする」旨を

定款に定めております。また、取締役の選任の決議要件について「株主総会において議決権を行使する

ことができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれ

を行う。」旨を定款にて定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨

を定款に定めております。

なお、当社は、会社法第309条第２項に定める決議（株主総会の特別決議）について、「議決権を行使

することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上を

もってこれを行う」旨を定めております。

監査役会は、提出日現在３名（うち２名が社外監査役）で構成されており、取締役会その他重要な会

議に出席するとともに、監査役会を定期的に開催しております。

当社は、経営と業務執行の分離を図るために平成15年２月より執行役員制度を導入し、各執行役員が

取締役会の決定方針、監督の下に権限委譲を受けて業務執行を分担することにより、経営の効率化を

図っております。

ロ．内部統制システムに関する基本的な考え方及び整備の状況

当社における内部統制システムに関する基本的な考え方及び整備の状況は以下のとおりでありま

す。

ａ．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・コンプライアンス体制の構築、整備、維持を図るため、内部監査室(員数 ２名)を設置し、社内業務の実施状況

の把握、業務執行における法令、定款及び社内規程等の遵守状況調査などを定期的に実施してまいります。内

部監査室は調査結果を対象部門へ通知し、改善を求めるとともに取締役会及び監査役会に対して適宜報告を

行うものとします。

・法令違反行為をはじめとする諸問題の早期の発見及び解決を目的として、諸問題についての相談、連絡、通報

窓口を設けるホットライン制度を導入しております。
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ｂ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・株主総会議事録、取締役会議事録等の取締役の職務の執行に係る文書、その他重要な情報・文書については、

法令及び「文書管理規程」等の社内規程に基づき適正に保管、管理するものとし、取締役及び監査役からの閲

覧要請に迅速に対応できる管理体制を維持しております。

・当社事業の基幹資産である会員の登録情報等の個人情報については、当社が制定する「個人情報保護マネジ

メントシステム」に基づき、個人情報に関する帳票、文書、データ等を保管、管理しております。

ｃ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・各部門における業務遂行にあたっては、各種社内規程において、業務遂行の手順を明確に定めることにより損

失（リスク）発生の防止に努めております。

・当社事業の根幹に関わる情報システム及びセキュリティについては、情報管理本部がシステムの適正な運用

及び情報セキュリティの確保、リスク管理体制の維持を図っております。

・経営本部がリスク管理に関する方針決定、管理体制の構築等を行い、当社の経営に重大な影響を与えるリスク

が発生した場合には、経営本部が状況の把握、損失拡大の防止等の迅速な対応を行ってまいります。

ｄ．当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するた

めの体制

・当社グループにおける業務の適正を確保するために、各社の取締役、所管部門相互にて連携して情報共有を図

ることで、グループ内での法令遵守、リスク管理体制を構築し、適切なグループ経営を行ってまいります。

・子会社については、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の業務の執行状況を把握し、適正な子会社管理を

行ってまいります。

・子会社の状況について、当社の取締役会に定期的に報告するものとし、子会社の経営に関する重要な決定事項

について両社にて十分な協議を行ってまいります。

ｅ．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事

項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

・監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合、監査役と協議のうえ、必要に応じて監

査役スタッフを配置してまいります。

・当該スタッフの人事異動、考課については、常勤監査役の事前の同意を得たうえで決定することで、取締役か

らの独立性を確保してまいります。

ｆ．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する事項及び

その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・取締役は、監査役が出席する取締役会等の重要な会議において、職務執行の状況等について定期的に報告を

行ってまいります。

・取締役及び使用人は、当社の業務、業績に影響を与える重要な事項が発生又は発生する恐れが判明した場合に

は、速やかに監査役に報告するものとしております。

・監査役は、取締役及び使用人に対して、上記の報告事項その他業務執行の状況等について報告を求めることが

できるものとしております。

g．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

・社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは、取引関係その他一切の関係を持たず、反社会的

勢力から不当な要求等を受けた場合には、組織全体として毅然とした姿勢をもって対応してまいります。
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ハ．リスク管理体制の整備の状況

当社は、内部統制システムに関する基本方針に従い、リスク管理体制の整備を行っております。

また、経営上、事業上の重要な判断について法律面での助言、指導を適時適切に受けられるように複

数の弁護士事務所と顧問契約を締結しております。

ニ．内部監査及び監査役監査の状況

内部監査につきましては、内部監査室を設置し、監査役との協力関係の下、必要な内部監査を実施す

る体制を取っております。

監査役監査につきましては、各監査役は監査役会が定めた監査の方針、業務分担に従い、取締役会そ

の他重要な会議に出席し、必要に応じて取締役及び使用人に対して報告を求めるなど、取締役の職務遂

行の状況を監査しております。また、監査役は、会計監査人と適宜必要な情報交換、意見交換を行うなど

連携を保ち、監査の充実を図っております。

ホ．会計監査の状況

当社は、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査について、あずさ監査法人と監査契約を締結し

ております。

当期において業務を執行した公認会計士の氏名等の概要は以下のとおりであります。

所属する監査法人
業務を執行した
公認会計士の氏名

継続監査年数
監査業務に係る
補助者の構成

あずさ監査法人
指定社員
業務執行社員

宍戸  通孝 ２年
公認会計士  ４名
その他      11名

あずさ監査法人
指定社員
業務執行社員

川村  敦 １年
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③ 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概

要

社外取締役である矢嶋弘毅氏は、デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社の代表取

締役社長であります。また、高梨秀一氏は同社の取締役であります。同社と当社は広告商品の販売等の

取引関係があります。

社外監査役２名につきましては当社との取引等の利害関係はありません。

なお、当社は、社外監査役２名と、会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害

賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、法令に定める額を限

度とする契約を締結しております。

　

④ 役員報酬の内容

取締役に支払った報酬 93,292千円(うち社外取締役  600千円)

監査役に支払った報酬 11,725千円(うち社外監査役  2,400千円)

計 105,017千円
　

　

⑤ 取締役の定数

当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。

　

⑥ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の３分

の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、

取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

　

⑦ 自己の株式の取得

当社は、機動的な資本政策を遂行することを可能とするため、会社法第165条第２項の規定により、取

締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

　

⑧ 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第２項に定める株主総会の

特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が

出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。
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⑨ 取締役及び監査役の責任免除

当社は、取締役及び監査役が期待される役割や機能を十分に発揮できるようにするため、会社法第

426条第１項の規定により、同法第423条第１項に規定する取締役及び監査役の損害賠償責任を、取締役

会の決議によって、法令の限度において免除することができる旨を定款で定めております。

また、当社は、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、同法第423条

第１項の賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款で定めております。ただし、当該契

約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める額としております。

　

⑩ 中間配当金

当社は、株主に対する機動的な利益還元を可能にするため、取締役会の決議により毎年６月30日を基

準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。

　

　(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

　

区分

前事業年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬(千円)

非監査業務に基づく
報酬(千円)

監査証明業務に基づく
報酬(千円)

非監査業務に基づく
報酬(千円)

提出会社 ― ― 30,500 ─

連結子会社 ― ― ─ ─

計 ― ― 30,500 ─

　

② 【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

　

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

　

④ 【監査報酬の決定方針】

当社では、監査公認会計士等と協議した上で、当社の規模・業務の特性等に基づいた監査日　

  数・要員数等を総合的に勘案し決定しております。
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第５ 【経理の状況】

１  連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令

第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。

以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前事業年度（平成20年1月1日から平成20年12月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づ

き、当事業年度（平成21年1月1日から平成21年12月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作

成しております。

　

(3) 当連結会計年度(平成21年１月１日から平成21年12月31日まで)は、連結財務諸表の作成初年度である

ため、以下に掲げる連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・

フロー計算書については、前連結会計年度との対比は行っておりません。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当連結会計年度(平成21年１月１日から平成

21年12月31日まで)並びに前事業年度(平成20年１月１日から平成20年12月31日まで)及び当事業年度(平成

21年１月１日から平成21年12月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、あずさ監査法人により監

査を受けております。
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１【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】

(単位：千円)

当連結会計年度
(平成21年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 358,813

受取手形及び売掛金 871,770

たな卸資産 ※１
 26,341

前渡金 23,969

前払費用 26,934

その他 1,517

貸倒引当金 △1,700

流動資産合計 1,307,645

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※２
 47,510

器具及び備品（純額） ※２
 27,487

有形固定資産合計 74,998

無形固定資産

その他 33,028

無形固定資産合計 33,028

投資その他の資産

投資有価証券 ※３
 33,560

差入保証金 79,203

破産更生債権等 123,210

その他 4,697

貸倒引当金 △123,210

投資その他の資産合計 117,461

固定資産合計 225,488

資産合計 1,533,134
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(単位：千円)

当連結会計年度
(平成21年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 765,523

1年内返済予定の長期借入金 139,959

未払金 79,288

未払法人税等 6,930

その他 24,420

流動負債合計 1,016,121

固定負債

長期借入金 71,298

ポイント引当金 20,387

その他 2,533

固定負債合計 94,218

負債合計 1,110,340

純資産の部

株主資本

資本金 1,308,628

資本剰余金 885,021

利益剰余金 △1,664,950

自己株式 △105,971

株主資本合計 422,728

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 65

評価・換算差額等合計 65

純資産合計 422,793

負債純資産合計 1,533,134
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②【連結損益計算書】
(単位：千円)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
 至 平成21年12月31日)

売上高 4,576,688

売上原価 ※１
 3,461,089

売上総利益 1,115,599

販売費及び一般管理費 ※２
 1,184,461

営業損失（△） △68,861

営業外収益

受取利息及び配当金 549

ポイント引当金戻入益 3,850

その他 1,870

営業外収益合計 6,271

営業外費用

支払利息 5,054

賃貸費用 6,455

財務調査費 25,000

その他 7,601

営業外費用合計 44,110

経常損失（△） △106,701

特別損失

固定資産除却損 ※３
 2,612

減損損失 ※４
 338

特別退職金 ※５
 6,102

特別損失合計 9,053

税金等調整前当期純損失（△） △115,754

法人税、住民税及び事業税 3,761

法人税等調整額 －

法人税等合計 3,761

当期純損失（△） △119,516
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③【連結株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
　至 平成21年12月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,014,145

当期変動額

合併による増加 294,483

当期変動額合計 294,483

当期末残高 1,308,628

資本剰余金

前期末残高 692,738

当期変動額

合併による増加 194,483

自己株式の処分 △2,200

当期変動額合計 192,283

当期末残高 885,021

利益剰余金

前期末残高 △1,198,467

当期変動額

合併による増加 △346,965

当期純損失（△） △119,516

当期変動額合計 △466,482

当期末残高 △1,664,950

自己株式

前期末残高 △40,521

当期変動額

合併による増加 △130,900

自己株式の処分 65,450

当期変動額合計 △65,450

当期末残高 △105,971

株主資本合計

前期末残高 467,894

当期変動額

合併による増加 11,100

自己株式の処分 63,250

当期純損失（△） △119,516

当期変動額合計 △45,166

当期末残高 422,728
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(単位：千円)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
　至 平成21年12月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

65

当期変動額合計 65

当期末残高 65

評価・換算差額等合計

前期末残高 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

65

当期変動額合計 65

当期末残高 65

純資産合計

前期末残高 467,894

当期変動額

合併による増加 11,100

自己株式の処分 63,250

当期純損失（△） △119,516

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 65

当期変動額合計 △45,101

当期末残高 422,793
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
　至 平成21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損失（△） △115,754

減価償却費 28,649

減損損失 338

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,488

ポイント引当金の増減額（△は減少） △2,378

受取利息及び受取配当金 △549

支払利息 5,054

有形固定資産除却損 2,612

売上債権の増減額（△は増加） 142,124

たな卸資産の増減額（△は増加） 12,246

前払費用の増減額（△は増加） 8,986

未収入金の増減額（△は増加） 4,466

仕入債務の増減額（△は減少） 154,775

未払金の増減額（△は減少） 3,618

その他 △14,744

小計 230,933

利息及び配当金の受取額 550

利息の支払額 △5,103

法人税等の支払額 △5,906

営業活動によるキャッシュ・フロー 220,473

投資活動によるキャッシュ・フロー

差入保証金の返還による収入 89,834

有形固定資産の取得による支出 △13,581

無形固定資産の取得による支出 △9,495

投資有価証券の取得による支出 △27,400

短期貸付けによる支出 △70,000

財務調査費の支出 △25,000

その他 △25,047

投資活動によるキャッシュ・フロー △80,688

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 △20,880

長期借入金の返済による支出 △164,352

自己株式の売却による収入 63,250

その他 △259

財務活動によるキャッシュ・フロー △122,242

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 17,542

現金及び現金同等物の期首残高 328,398

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期末残高 ※１
 358,813
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【継続企業の前提に関する事項】

　
当連結会計年度

(自  平成21年１月１日
至  平成21年12月31日)

　当社グループは、当連結会計年度において、合併後の下半期より営業利益の安定化に一定の改

善が見られましたが、当連結会計年度の営業損失は68,861千円となり、前事業年度に引き続き、

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。

　なお、連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不

確実性の影響を連結財務諸表には反映しておりません。
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【連結財務諸表作成の基本となる重要な事項】

　

項目
当連結会計年度

(自  平成21年１月１日
至  平成21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　　１社

(2) 連結子会社の名称

株式会社インターライド

連結の範囲の変更

　　平成21年３月25日開催の定時株主

　総会の決議により、平成21年５月１

　日に株式会社インタースパイアを吸

　収合併しました。このため株式会社

　インタースパイアの連結子会社であ

　る株式会社インターライドを連結の

　範囲に含めております。

　 (3) 非連結子会社名

ERGO BRAINS,INC.(米国)

(連結の範囲から除いた理由)

総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)

及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、連結財

務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連

結の範囲から除外しております。

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

　 (2) 持分法非適用会社の主要会社名　

株式会社グリッド・ソリューションズ

ERGO BRAINS,INC.(米国)

(持分法を適用しない理由)

当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金

(持分に見合う額)等は、連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないため、

持分法の適用範囲から除外しております。

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。
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項目
当連結会計年度

(自  平成21年１月１日
至  平成21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。

　　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。

　　　 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。   

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

 

(会計方針の変更)

　　当連結会計年度から「棚卸資産の評価に関する

会計基準」(企業会計基準第９号　平成18年７月５

日)を適用し、原価法から原価法(収益性の低下に

よる簿価切下げの方法)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、営業損

失、経常損失、税金等調整前当期純損失はそれぞれ

717千円増加しております。

　　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所

に記載しております。
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項目

当連結会計年度

(自  平成21年１月１日

至  平成21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

       法人税法の定めと同一の基準による旧定

       率法を採用しております。

    ロ.平成19年４月１日以降に取得した有形固

　　　 定資産

       法人税法の定めと同一の基準による定率

       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 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。

   

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。

 

④ 長期前払費用

    定額法を採用しております。
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(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。

      

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。
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項目
当連結会計年度

(自  平成21年１月１日
至  平成21年12月31日)

(4) 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。

 

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  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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【会計方針の変更】

　
当連結会計年度

(自  平成21年１月１日
至  平成21年12月31日)

(リース取引に関する会計基準等)

  　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」(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)及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」(企業会計基準委員会　企業会計基準適用指針第16号　平成19年３月30日改正)を適用し、通

常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。また、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の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法を採用しております。

    なお、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

引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理を引き続き採用しております。

　　また、これによる損益に与える影響は軽微であります。

　

【注記事項】

(連結貸借対照表関係)

当連結会計年度
(平成21年12月31日)

※１　たな卸資産の内容は下記の通りであります。

　　　　　商品　　　　　　　　　　　　　 26,341千円

※２　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　　　　　　　　142,005千円

※３　非連結子会社及び関連会社に対するものは次の通りであります。

　        投資有価証券(株式)　　　　　　　　　0千円
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(連結損益計算書関係)

当連結会計年度
(自　平成21年１月１日
至　平成21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　　　　　　　　　　　　　　 717千円

※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 489,770千円
　

広告宣伝費

貸倒引当金繰入額

143,475千円

1,488千円

※３ 固定資産除却損の内容は次の通りであります。

建物 517千円

器具備品 1,930千円

移転に伴う除却(差入保証金) 164千円

合計 2,612千円

※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

Ｅコマース事業用資産 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338千円であり、その内訳は全額ソフトウェアであります。

※５ 特別退職金

　特別退職金は、希望退職者募集に伴う、希望退職者への退職金特別加算金であります。
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(連結株主資本等変動計算書関係)

　

当連結会計年度（自  平成21年１月１日  至  平成21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

　
前事業年度末株式数
(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 5,586,600 13,042,230 ─ 18,628,830

合計 5,586,600 13,042,230 ─ 18,628,830

自己株式の種類 　 　 　 　

普通株式 67,932 1,100,000 550,000 617,932

合計 67,932 1,100,000 550,000 617,932

（注）１普通株式の発行済株式総数の増加は、株式会社インタースパイアとの合併に伴う新株の発行による増加   
であります。

　      　２普通株式の自己株式の増加は、株式会社インタースパイアとの合併に伴い、株式会社インタースパイア及
　　　　　　び同社の子会社であった株式会社インターライドが保有していた当社株式が自己株式となったことによる
　　　　　　増加であります。
　　 　 ３普通株式の自己株式の減少は、株式会社インターライドが保有する当社株式の売却による減少でありま

　　　　　　す。
　

２ 新株予約権に関する事項

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）前事業年度

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 298,900 ─ 7,300291,600 ―

平成13年11月
新株引受権
(注)２

普通株式 2,800 ─ 500 2,300 ―

平成17年12月　　　第
2回
新株予約権
(注)３

普通株式 99,200 ─ 46,10053,100 ―

平成18年４月
第3回　　　　　　　新株
予約権
(注)４、６

普通株式 68,500 ─ 25,50043,000 ―

　

平成21年５月
第4回
新株予約権(注)５、
６
 

普通株式 ─ 513,37217,208496,164 ―

　

平成21年５月
第5回
新株予約権(注)５、
６

普通株式 ─ 76,95826,29050,668 ―

合計 ― ― ― ― ― ― ―

　(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、新株引受権の消却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、新株引受権の消却によるものであります。

　　　３　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、新株予約権の消却によるものであります。

　　　４　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。

　　　５　平成21年５月第４回新株予約権及び第５回新株予約権の当連結会計年度の増加は、株式会社インタースパイアと

の合併に伴い、合併前に株式会社インタースパイアが発行した新株予約権に代わり、当社新株予約権を交付し

たことによるもの、減少は新株予約権の消却によるものであります。

 ６　平成18年４月第３回新株予約権、平成21年５月第４回新株予約権及び第５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。
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当連結会計年度

(自  平成21年１月１日
至  平成21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21年12月31日)
　現金及び預金勘定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　358,813千円
　現金及び現金同等物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　358,813千円

２ 当連結会計年度に株式会社インタースパイアを吸収合併したことに伴い、承継した資産及
　 び負債の主な内訳　　
　流動資産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　839,037千円
　固定資産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　146,949千円
    資産合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　985,987千円
　流動負債　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　873,335千円
　固定負債　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　101,552千円
　　負債合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　974,887千円
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(リース取引関係)

当連結会計年度
(自　平成21年１月１日
至　平成21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

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 169,981千円

減価償却累計額相当額 158,463千円

期末残高相当額 11,517千円

②未経過リース料期末残高相当額

１年以内 876千円

１年超 1,229千円

合計 2,105千円

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 23,299千円

減価償却費相当額 22,499千円

支払利息相当額 237千円

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。

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。

(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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(有価証券関係)

当連結会計年度(平成21年12月31日)

１　その他有価証券で時価のあるもの

　

区分
取得原価
(千円)

連結貸借対照表計上額
(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 35 100
65
 

合計 35 100 65

(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　時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

　

内容 連結貸借対照表計上額(千円)

(1)その他有価証券 　

非上場株式 33,460

合計 33,460

(2)子会社株式及び関連会社株式
　

子会社株式
関連会社株式

0
0

合計 0
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(デリバティブ取引関係)

　　当連結会計年度(自  平成21年１月１日  至  平成21年12月31日)

　　該当事項はありません。

　

(税効果会計関係)

当連結会計年度
(平成21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 50,180千円

投資有価証券評価損 24,761千円

繰越欠損金 802,538千円

その他 20,651千円

繰延税金資産小計 898,131千円

評価性引当額 △898,131千円

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
△3.7％

住民税均等割 △3.3％

評価性引当 △36.9％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
△3.3％
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(ストック・オプション等関係)

当連結会計年度(自  平成21年１月１日  至  平成21年12月31日)

１．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
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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

　

　(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。
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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 298,900 2,800

権利確定 ― ―

権利行使 ― ―

失効 7,300 500

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 ― 68,500

付与 ― ―

失効 ― 25,500

権利確定 ― ―

未確定残 ― 43,000

権利確定後　　　  　(株) 　 　

前事業年度末 99,200 ─

権利確定 ― ―

権利行使 ― ―

失効 46,100 ―

未行使残 53,100 ─

　 　 　

　
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 ― ―

付与 513,372 76,958

失効 17,208 26,290

権利確定 ― ―

未確定残 496,164 50,668

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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　②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) ― ─

　

(企業結合等関係)

当連結会計年度(自  平成21年１月１日  至  平成21年12月31日)

　共通支配下の取引等

1.結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後の名称並びに取
　　引の目的を含む取引の概要

(1)結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容
　　 事業の名称　　　株式会社インタースパイア
　　 事業の内容　　　モバイル広告事業
(2)法的形式

　　 当社を存続会社、株式会社インタースパイアを消滅会社とする吸収合併方式
(3)結合後企業の名称

　　 株式会社スパイア(当社)
(4)取引の目的を含む取引の概要

　　 モバイルインターネット領域の売上高の拡大及びオフィスや人員の共有化に伴うコスト削減を行うため
2.実施した会計処理の概要

  　 「企業結合に係る会計基準」(企業会計審議会　平成15年10月31日)及び「企業結合会計基準及び事業分離
　　等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号　平成19年11月15日)に基づき、共通支配下の取
　　引として処理しております。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当連結会計年度(自  平成21年１月１日  至  平成21年12月31日)

　
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)

Ⅰ　売上高及び営業損益 　 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に
　　対する売上高

3,157,342739,978676,5282,8404,576,688― 4,576,688

(2) セグメント間の内部
　　売上高又は振替高

─ 5,500 ─ ― 5,500(5,500) ―

計 3,157,342745,479676,5282,8404,582,189(5,500)4,576,688

営業費用 3,064,842686,080743,485 7614,495,169150,3804,645,550

営業利益又は営業損失(△) 92,50059,398△66,9562,07887,020(155,881)△68,861

 Ⅱ　資産、減価償却費、減
　　 損損失及び資本的支出

　 　 　 　 　 　 　

　　資産 737,355136,72986,458 ― 960,543572,5901,533,134

　　減価償却費 6,045 7,912 945 ― 14,90413,74528,649

    減損損失 ― ― 338 ― 338 ― 338

　　資本的支出 ― 11,436 ― ― 11,43612,43923,876

　

(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

(4)その他の事業・・・・・上記３事業に分類されないサービス

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(155,881千円)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(572,590千円)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。

６　会計処理基準に関する事項

　（棚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」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を当連結会計年度よ

　り適用し、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）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、Ｅコマース事業では営業損失が717千円増加しております。

　

【所在地別セグメント情報】

当連結会計年度(自  平成21年１月１日  至  平成21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。

　

【海外売上高】

当連結会計年度(自  平成21年１月１日  至  平成21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。
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【関連当事者情報】

当連結会計年度(自  平成21年１月１日  至  平成21年12月31日)

(追加情報)

当連結会計年度から平成18年10月17日公表の、「関連当事者の開示に関する会計基準」(企業会計基準委

員会　企業会計基準第11号)及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員

会　企業会計基準適用指針第13号)を適用しております。

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

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４名

イ ン タ ー
ネット広告
売上 
(注)１

2,194,625売掛金 444,881

借入金の金利

(注)２

1,829

１年内返

済予定の

長期借入

金

 

長期借入

金

99,963

 

 

17,950

当社銀行借

入等に対す

る債務被保

証(注)３

93,344― ―

債務被保証

料の支払

(注)３

539 ― ―

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

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。

　　３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。
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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

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 ― ―
リサーチ売
上(注)１

31,699

受取手
形

9,219

売掛金 11,817

同一の親

会社を持

つ会社

㈱インター
スパイア

― ― ― ― ―
金銭の貸付
(注)２

70,000
受取利
息

310

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　合併前の被合併会社である株式会社インタースパイアに対し、金銭消費貸借契約に基づき、金銭の貸　

　　 付を行っております。

　　 貸付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。

(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

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

218,960買掛金 59,924

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。

(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(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(大阪証券取引所ヘラクレスに上場)

(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。
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(１株当たり情報)

　
当連結会計年度

(自  平成21年１月１日
至  平成21年12月31日)

１株当たり純資産額 23円47銭
　

１株当たり当期純損失   8円82銭
　

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 　
　

  １株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

(注)  1 株当たり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

　

　
当連結会計年度

(自  平成21年１月１日
至  平成21年12月31日)

当期純損失(△) (千円) △119,516

普通株主に帰属しない金額 (千円) ─

普通株式に係る当期純損失(△) (千円) △119,516

普通株式の期中平均株式数 (株) 13,545,233

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　33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　531個)

株主総会決議日

平成18年３月24日

(新株予約権　430個)

 
これらの詳細については、
「第４提出会社の状況１株式
等の状況(2)新株予約権等の
状況」に記載のとおりであり
ます。
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(重要な後発事象)

当連結会計年度（自　平成21年１月１日　至　平成21年12月31日）

１　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取得による子会社化

当社は、平成22年2月15日開催の取締役会において、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取
得し、子会社化することを決議いたしました。

(1)株式の取得の理由

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、スポーツニュースの配信、スポーツ関連ウェブサイト
の企画・制作・運用、スポーツ情報提供サービスの運営等、インターネット及び携帯電話を中心としたスポーツコ
ンテンツに特化した事業を行っております。
今後、当社グループが強化するメディア事業領域において相乗効果が期待できるものと判断し、同社の株式を取

得し、子会社化することを決定いたしました。ＳＮＳ向けソーシャルアプリケーションの共同開発等、新たな事業
展開により企業価値の向上を図ってまいります。

(2)株式取得の相手会社の名称

株式会社サイバーエージェント

(3)買収する会社の名称、事業内容、規模

①商号　　　株式会社インターナショナルスポーツマーケティング
  ②事業内容　スポーツニュースの配信、スポーツ関連ウェブサイトの企画・制作・運用、スポーツ情報提供サ 
              ービスの運営
  ③資本金　　260,000千円

(4)株式取得の時期

平成22年3月30日（予定）

(5)取得する株式の数、取得後の持分比率、取得価額

①取得する株式の数　5,200株
  ②取得後の持分比率　100％
　③取得価額　　　　　884千円

　

２　ストックオプション(新株予約権)について

当社は、平成22年２月25日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、以下
のとおりストックオプションとして、株主以外の者に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行すること
の承認を求める議案並びに本件新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任することの承認を求める議案を、
平成22年３月25日開催予定の第13期定時株主総会に提案することを決議いたしました。

・新株予約権の目的となる株式の種類

　当社普通株式

・新株予約権割当の対象者

　当社の従業員及び当社子会社の取締役、監査役並びに従業員に割り当てるものとする。

　・新株予約権発行の要領

① 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518,500株を上限とする。
　② 新株予約権の総数
　　　5,180個を上限とする。(新株予約権１個につき普通株式100株。ただし、①に定める株式の数の調整を行
　　　った場合は、同様の調整を行う。)
　③ 新株予約権の払込金額
　　　金銭の払込を要しないものとする。
　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、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。

　・新株予約権を行使することができる期間

　割当日後２年を経過した日から割当日後10年を経過する日までの期間で取締役会が決定する期間とする。
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

　　該当事項はありません。

　

【借入金等明細表】

　

区分
前期末残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 ─ ― ─ ―

1年以内に返済予定の長期借入金 39,996 139,959 1.95 ─

１年以内に返済予定のリース債務 ― 606 2.20 ─

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。)

93,344 71,298 1.95平成23年～平成24年

リース債務（1年以内に返済予定
のものを除く。）

─ 2,533 2.20平成23年～平成26年

その他有利子負債 ─ ─ ─ ─

合計 133,340 214,397 ― ―

(注)  １  「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２  長期借入金及びリース債務（1年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後5年間の返済予定額は以下

の通りであります。

　
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)

 長期借入金 57,946 13,352 ― ―

リース債務 648 692 739 454

　

(2) 【その他】

当連結会計年度における各四半期連結会計期間に係る売上高等

　 　

第１四半期

(自 平成21年１月１日

  至 平成21年３月31日)

第２四半期

(自 平成21年４月１日

  至 平成21年６月30日)

第３四半期

(自 平成21年７月１日

  至 平成21年９月30日)

第４四半期

(自 平成21年10月１日

  至 平成21年12月31日)

売上高 (千円) 328,154 1,176,891 1,447,614 1,624,028

税金等調整前(税引
前)四半期純利益金
額
又は、税金等調整前
(税引前)四半期純損
失金額(△)

(千円) △109,322 △27,801 1,624 19,744

四半期純利益金額
又は、四半期純損失
金額(△)

(千円) △110,267 △28,955 282 19,424

１株当たり
四半期純利益金額
又は、１株当たり四
半期純損失金額(△)

(円) △19.98 △2.14 0.02 1.11

(注)　当社は、第２四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、上記数値については、第１四半期

は提出会社の数値となっております。
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２【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成20年12月31日)

当事業年度
(平成21年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 328,398 187,792

受取手形 798 11,845

売掛金 ※１
 211,151

※１
 913,523

商品 35,528 26,341

仕掛品 15 －

貯蔵品 22 －

前払費用 28,965 26,934

前渡金 － 22,125

未収入金 － ※１
 41,372

その他 2,683 80

貸倒引当金 △212 △676

流動資産合計 607,351 1,229,337

固定資産

有形固定資産

建物 10,995 60,814

減価償却累計額 △3,879 △13,303

建物（純額） 7,115 47,510

器具及び備品 130,915 150,134

減価償却累計額 ※２
 △113,584

※２
 △124,201

器具及び備品（純額） 17,331 25,932

有形固定資産合計 24,447 73,443

無形固定資産

電話加入権 106 106

ソフトウエア 13,027 27,774

無形固定資産合計 13,133 27,880

投資その他の資産

投資有価証券 6,095 33,560

関係会社株式 4,900 0

差入保証金 97,384 79,203

長期前払費用 130 4,608

破産更生債権等 123,210 123,210

その他 － 89

貸倒引当金 △123,210 △123,210

投資損失引当金 △4,899 △29,675

投資その他の資産合計 103,610 87,786

固定資産合計 141,191 189,110

資産合計 748,543 1,418,448
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(単位：千円)

前事業年度
(平成20年12月31日)

当事業年度
(平成21年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 25,750 654,083

1年内返済予定の長期借入金 39,996 39,996

1年内返済予定の関係会社長期借入金 － 99,963

未払金 60,131 79,926

未払費用 7,895 10,453

預り金 8,011 7,378

未払法人税等 7,547 6,810

未払消費税等 16,666 2,198

リース債務 － 606

その他 57 19

流動負債合計 166,055 901,435

固定負債

長期借入金 93,344 53,348

関係会社長期借入金 － 17,950

ポイント引当金 21,249 20,387

リース債務 － 2,533

固定負債合計 114,593 94,218

負債合計 280,648 995,654

純資産の部

株主資本

資本金 1,014,145 1,308,628

資本剰余金

資本準備金 335,776 530,259

その他資本剰余金 356,961 356,961

資本剰余金合計 692,738 887,221

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △1,198,467 △1,667,150

利益剰余金合計 △1,198,467 △1,667,150

自己株式 △40,521 △105,971

株主資本合計 467,894 422,728

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 － 65

評価・換算差額等合計 － 65

純資産合計 467,894 422,793

負債純資産合計 748,543 1,418,448
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②【損益計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年１月１日
　至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
　至 平成21年12月31日)

売上高

マーケティング事業売上高 ※２
 1,170,571 －

モバイル広告事業売上高 － ※２
 2,803,481

メディア事業売上高 － ※２
 745,479

Eコマース事業売上高 468,769 676,528

その他の事業売上高 － 2,840

売上高合計 1,639,341 4,228,328

売上原価

マーケティング事業売上原価 159,456 －

モバイル広告事業売上原価 － 2,516,416

メディア事業売上原価 － 107,520

Eコマース事業売上原価

商品期首たな卸高 19,902 35,528

当期商品仕入高 435,474 595,566

他勘定振替高 ※３
 265

※３
 61

合計 455,111 631,033

商品期末たな卸高 35,528 26,341

Eコマース事業売上原価 419,583 ※１
 604,692

その他の事業売上原価 － 8

売上原価合計 579,039 3,228,637

売上総利益 1,060,302 999,691

販売費及び一般管理費

役員報酬 73,200 105,017

給与手当 399,309 428,201

法定福利費 55,201 61,703

福利厚生費 3,085 －

広告宣伝費 194,636 143,475

外注費 12,807 －

地代家賃 116,291 92,021

支払手数料 52,791 48,179

減価償却費 11,106 12,336

貸倒引当金繰入額 196 464

その他 133,371 189,251

販売費及び一般管理費合計 1,051,997 1,080,650

営業利益又は営業損失（△） 8,305 △80,958
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年１月１日
　至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
　至 平成21年12月31日)

営業外収益

受取利息 734 744

受取配当金 30 0

受取手数料 384 123

賃料収入 21,288 －

業務委託料収入 － ※２
 12,168

ポイント引当金戻入益 － 3,850

その他 4,386 1,118

営業外収益合計 26,824 18,004

営業外費用

支払利息 3,726 5,054

社債利息 764 －

賃貸原価 24,030 3,825

賃貸費用 － 6,455

財務調査費 6,000 25,000

その他 2,768 3,775

営業外費用合計 37,289 44,110

経常損失（△） △2,160 △107,064

特別利益

固定資産売却益 ※４
 13 －

投資有価証券売却益 322 －

特別利益合計 335 －

特別損失

固定資産売却損 ※５
 6 －

固定資産除却損 ※６
 38,992

※６
 2,612

投資有価証券評価損 4,692 －

減損損失 ※７
 16,025

※７
 338

特別退職金 ※８
 20,506

※８
 6,102

投資損失引当金繰入額 4,899 29,675

特別損失合計 85,122 38,728

税引前当期純損失（△） △86,947 △145,793

法人税、住民税及び事業税 4,958 3,639

法人税等調整額 － －

法人税等合計 4,958 3,639

当期純損失（△） △91,905 △149,433
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【事業売上原価明細書】

モバイル広告事業売上原価明細書

　 　 　 　 （単位：千円）

　 　

前事業年度

(自　平成20年１月１日

　至　平成20年12月31日)

　

当事業年度

(自　平成21年１月１日

　至　平成21年12月31日)

　 　 　 　 　

媒体費 　 ― 　 1,875,605

レベニューシェア 　 ― 　 72,580

代理店手数料 　 ― 　 562,539

その他 　 ― 　 5,691

合計 　 ― 　 2,516,416

　

　　メディア事業売上原価明細書

　 　 　 　 （単位：千円）

　 　

前事業年度

(自　平成20年１月１日

　至　平成20年12月31日)

　

当事業年度

(自　平成21年１月１日

　至　平成21年12月31日)

　 　 　 　 　

外注加工費 　 ― 　 66,545

賃借料 　 ― 　 19,587

通信費 　 ― 　 11,087

その他 　 ― 　 10,299

合計 　 ― 　 107,520

　

　　マーケティング事業売上原価明細書

　 　 　 　 （単位：千円）

　 　

前事業年度

(自　平成20年１月１日

　至　平成20年12月31日)

　

当事業年度

(自　平成21年１月１日

　至　平成21年12月31日)

　 　 　 　 　

通信費 　 14,094　 ―

減価償却費 　 1,988　 ―

外注費 　 5,907　 ―

メールマガジン製作費 　 60,502　 ―

その他 　 76,963　 ―

合計 　 159,456　 ―
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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20年１月１日
　至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
　至 平成21年12月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 948,145 1,014,145

当期変動額

新株の発行 66,000 －

合併による増加 － 294,483

当期変動額合計 66,000 294,483

当期末残高 1,014,145 1,308,628

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 270,876 335,776

当期変動額

新株の発行 64,900 －

合併による増加 － 194,483

当期変動額合計 64,900 194,483

当期末残高 335,776 530,259

その他資本剰余金

前期末残高 356,961 356,961

当期変動額

新株の発行 － －

合併による増加 － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 356,961 356,961

資本剰余金合計

前期末残高 627,838 692,738

当期変動額

新株の発行 64,900 －

合併による増加 － 194,483

当期変動額合計 64,900 194,483

当期末残高 692,738 887,221

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 △1,106,562 △1,198,467

当期変動額

新株の発行 － －

合併による増加 － △319,248

当期純損失（△） △91,905 △149,433

当期変動額合計 △91,905 △468,682

当期末残高 △1,198,467 △1,667,150
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（単位：千円）

前事業年度
(自 平成20年１月１日
　至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
　至 平成21年12月31日)

利益剰余金合計

前期末残高 △1,106,562 △1,198,467

当期変動額

新株の発行 － －

合併による増加 － △319,248

当期純損失（△） △91,905 △149,433

当期変動額合計 △91,905 △468,682

当期末残高 △1,198,467 △1,667,150

自己株式

前期末残高 △40,521 △40,521

当期変動額

新株の発行 － －

合併による増加 － △65,450

当期変動額合計 － △65,450

当期末残高 △40,521 △105,971

株主資本合計

前期末残高 428,900 467,894

当期変動額

新株の発行 130,900 －

合併による増加 － 104,267

当期純損失（△） △91,905 △149,433

当期変動額合計 38,994 △45,166

当期末残高 467,894 422,728

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 172 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△172 65

当期変動額合計 △172 65

当期末残高 － 65

評価・換算差額等合計

前期末残高 172 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△172 65

当期変動額合計 △172 65

当期末残高 － 65
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（単位：千円）

前事業年度
(自 平成20年１月１日
　至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
　至 平成21年12月31日)

純資産合計

前期末残高 429,072 467,894

当期変動額

新株の発行 130,900 －

合併による増加 － 104,267

当期純損失（△） △91,905 △149,433

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △172 65

当期変動額合計 38,822 △45,101

当期末残高 467,894 422,793
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④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年１月１日
 至 平成20年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△） △86,947

減価償却費 13,095

減損損失 16,025

ソフトウエア償却費 15,432

投資有価証券評価損益（△は益） 4,692

貸倒引当金の増減額（△は減少） 196

ポイント引当金の増減額（△は減少） 426

投資損失引当金の増減額（△は減少） 4,899

受取利息及び受取配当金 △764

支払利息 4,491

固定資産除却損 38,992

売上債権の増減額（△は増加） △33,184

たな卸資産の増減額（△は増加） △14,707

前払費用の増減額（△は増加） △3,591

未収消費税等の増減額（△は増加） 17,490

仕入債務の増減額（△は減少） 4,455

未払金の増減額（△は減少） 8,557

未払消費税等の増減額（△は減少） 16,666

その他 10,752

小計 16,979

利息及び配当金の受取額 782

利息の支払額 △4,910

法人税等の支払額 △3,531

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,319

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △3,031

有形固定資産の売却による収入 2

無形固定資産の取得による支出 △8,363

投資有価証券の売却による収入 30,453

差入保証金の預入れによる支出 △16,749

差入保証金の返還による収入 791

保険解約による収入 13,278

その他 △2,741

投資活動によるキャッシュ・フロー 13,638
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年１月１日
 至 平成20年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △39,996

社債の償還による支出 △200,000

株式の発行による収入 130,133

その他 △6,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △115,862

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △92,903

現金及び現金同等物の期首残高 421,302

現金及び現金同等物の期末残高 328,398
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【継続企業の前提に関する事項】

　
前事業年度

(自  平成20年１月１日
至  平成20年12月31日)

当事業年度
(自  平成21年１月１日
至  平成21年12月31日)

当社は、当事業年度において8,305千円の営業利益を計

上しておりますが、前事業年度において195,176千円の営

業損失を計上しており、未だ収益基盤が安定した状況に

はないと判断され、当事業年度末において継続企業の前

提に関する重要な疑義が存在しております。

当社は、当該状況を解消すべく、平成21年３月25日開催

の定時株主総会において、平成21年５月１日を合併期日

として、株式会社インタースパイアを吸収合併すること

が承認されました。当該合併により、モバイル（携帯電

話）領域における売上拡大と、合併効果によるコスト削

減を図ってまいります。モバイルインターネットマーケ

ティングという高い成長性が期待される領域において事

業を展開することにより、新たな売上拡大を図るととも

に、現行の事業はメール広告等の収益力の高い事業に集

約し、早期の採算性改善を目指してまいります。また、転

職支援制度を実施することで人件費を削減するととも

に、オフィス統合による地代家賃の削減や間接部門の共

有化等により販売管理費の削減を行ってまいります。な

お、資金面では株式会社インタースパイア及び株式会社

インターライドからの平成20年11月18日を振込期日とす

る総額130,900千円の第三者割当増資を受けております。

上記状況を総合的に勘案した結果、財務諸表は継続企

業を前提として作成されており、当該重要な疑義の影響

を財務諸表には反映しておりません。

　当社は、当事業年度において、合併後の下半期より営業

利益の安定化に一定の改善が見られましたが、当事業年

度の営業損失は80,958千円となり、前事業年度に引き続

き、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、当社における収益基盤が安定すること

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。

　なお、財務諸表は継続企業を前提として作成しており、

継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を財務諸

表には反映しておりません。
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【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

当事業年度
(自　平成21年１月１日
至　平成21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を採用して

おります。

(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) 仕掛品

　　個別法による原価法を採用しており

ます。

―――
 

　 (3) 貯蔵品

　　最終仕入原価法による原価法を採用

しております。

―――
　　
 

　(会計方針の変更)
　　当事業年度から「棚卸資産の評価
　に関する会計基準」(企業会計基準
　第９号　平成18年７月５日)を適用
　し、原価法から原価法(収益性の低
　下による簿価切下げの方法)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、営業損失、経常損失、
　税引前当期純損失はそれぞれ717千
  円増加しております。

EDINET提出書類

株式会社スパイア(E05222)

有価証券報告書

 92/130



　

項目
前事業年度

(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

当事業年度
(自　平成21年１月１日
至　平成21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

　　①平成19年３月31日以前に取得した

有形固定資産

　　　法人税法の定めと同一の基準によ

る旧定率法を採用しております。

　　②平成19年４月１日以降に取得　

　　した有形固定資産

　　　法人税法の定めと同一の基準によ

る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 ８～15年

器具及び備品 ４～15年

 

 

 

（追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成19年３月
31日以前に取得した資産については、改
正前の法人税法に基づく減価償却の方
法の適用により、取得価額の５％に到達
した事業年度の翌事業年度より取得価
額の５％相当額と備忘価額との差額を
５年間にわたり均等償却し、減価償却費
に含めて計上しております。
　これにより営業利益、経常損失および
税引前当期純損失に与える影響は軽微
であります。

(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

　　法人税法の定めと同一の基準による

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) 無形固定資産

　　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) 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20年１月１日
至　平成20年12月31日)

当事業年度
(自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日)

　４　繰延資産の処理方法 株式交付費
　支出時に全額費用として処理しておりま
す。

―――

５　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。

(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。 
 

　 (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

６　リース取引の処理方法 　リース物件の所有者が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引については、通常

の賃貸借契約取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。

―――

７　キャッシュ・フロー計　

　　算書における資金の範囲

　キャッシュ・フロー計算書における

資金(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ヶ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。

 

―――

８　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。

同左
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【会計方針の変更】

前事業年度
(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

当事業年度
(自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日)

───

 
 
 
 
　 　
　 　

 

 
 

(リース取引に関する会計基準等)

　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっておりましたが、「リース取引に関

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)及び「リース取

引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準

委員会　企業会計基準適用指針第16号　平成19年３

月30日改正)を適用し、通常の売買取引に係る方法

に準じた会計処理によっております。また、所有権

移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資

産の減価償却の方法については、リース期間を耐

用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用し

ております。

　　　なお、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

理を引き続き採用しております。

　
　

　　　また、これによる損益に与える影響は軽微でありま

す。

　 　

【表示方法の変更】

前事業年度
(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

当事業年度
(自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日)

　　　　　　　　　　　―――
 

 

 

　

(貸借対照表)
前事業年度において、流動資産の「その他」に含めて

おりました「未収入金」(前事業年度残高431千円)は、
金額的重要性が増したため当事業年度においては独立
掲記しております。
(損益計算書)
　１.当事業年度に合併したことに伴い、従来「マーケ
ティング事業売上高」「マーケティング事業売上原
価」として計上していたものを、当事業年度からは、
「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。
　２．前事業年度において、独立掲記しておりました
「福利厚生費」（当事業年度2,638千円）及び「外注
費」（当事業年度5,024千円）は、金額的重要性が僅少
であるため当事業年度においては販売費及び一般管理
費の「その他」に含めております。
　３．前事業年度において、営業外収益の「その他」に
含めておりました「業務委託料収入」(前事業年度
2,400千円)は、営業外収益合計の10/100を超えたため、
当事業年度においては区分掲記しております。
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【追加情報】

　

前事業年度（自  平成20年１月１日  至  平成20年12月31日）

当社と株式会社インタースパイアは平成20年12月８日に、平成21年５月１日を合併期日とする吸収合

併契約を締結いたしました。当該合併契約は平成21年３月25日開催の当社定時株主総会と株式会社イン

タースパイアの臨時株主総会においてそれぞれ承認されました。合併契約の要旨は次のとおりです。
　

１ 合併の目的

株式会社インタースパイア(以下「インタースパイア」という。)は、携帯電話におけるインターネット

マーケティング領域で事業を展開し、高い成長性と営業力を持った会社であり、同社と経営統合すること

により、高い成長性が見込まれる事業領域への展開と、更なる営業力の強化、組織の効率化と強固な財務

体質の確保を図ってまいります。
　

２ 合併の要旨

(1)合併の日程

両社の合併承認株主総会 平成21年３月25日

合併期日（効力発生日） 平成21年５月１日

　

(2)合併の方式

当社を吸収合併存続会社、インタースパイアを吸収合併消滅会社とする吸収合併方式となります。

　

(3)合併比率

会社名
当社

（存続会社）

インタースパイア

（消滅会社）

合併比率 １ 478

　

①株式の割当比率

インタースパイアの普通株式１株に対して、当社の普通株式478株を割当交付いたします。

②合併により発行する新株式数

普通株式 13,042,230株

　

(4)合併比率の算定根拠等

　

①算定の基礎

当社及びインタースパイアは、本合併に用いられる合併比率の算定にあたって公正性を期すため、日興

コーディアル証券株式会社（以下「日興コーディアル証券」という）を、フィナンシャル・アドバイ

ザーとして任命して合併比率の算定を依頼し、「合併比率算定書」を受領しております。両社は、合併比

率算定書における算定結果を参考として、協議を重ねた結果、最終的に上記合併比率が妥当であるとの判

断に至り合意いたしました。

　

②算定の経緯

日興コーディアル証券は、本合併における算定手法を検討した結果、当社が上場会社であり、市場株価

が存在することから市場株価法による算定を行うと同時に、多面的な評価を行うため、両社共通の算定手

法としてディスカウント・キャッシュフロー法（以下「DCF法」という）を採用し、合併比率の分析・評

価を実施しています。

なお、日興コーディアル証券による合併比率算定書は、当社の取締役会が合併比率を決定する際の参考

情報として作成されたものであり、両社間で合意・決定された合併比率の公正性について意見を表明す

るものではありません。
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日興コーディアル証券による合併比率の算定結果の概要は以下のとおりです。

算定方法 合併比率
（当社＝1.00）当社 インタースパイア

市場株価法
DCF法

518.2～699.8

DCF法 435.5～657.8

(注)  市場株価法においては、平成20年12月５日を算定基準日として、算定基準日から１ヶ月間及び３ヶ月間の大阪証

券取引所ヘラクレスにおける当社普通株式の終値平均株価を採用いたしました。

なお、インタースパイアのDCF法を前提とした将来の利益計画においては、前年度対比30％を超える利益の増加を

見込んでいます。これは、モバイル広告代理店及びモバイルメディアレップ事業、利益率の高いモバイルメディア

事業の売上拡大を見込んでいるためです。

　

③算定機関との関係

算定機関である日興コーディアル証券は、当社及びインタースパイアの関連当事者には該当いたしま

せん。

　

(5)消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

インタースパイアが発行している新株予約権につきましては、合併期日をもって消滅し、当該新株予約

権の予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付します。消滅する新株予約権と新たに交付

する新株予約権の内容は以下のとおりです。

　
株式会社インタースパイア

第１回新株予約権

株式会社エルゴ・ブレインズ

第４回新株予約権

発行日 平成20年３月28日 平成21年５月１日

新株予約権の割当対象者 役員、社員
株式会社インタースパイア

第１回新株予約権者

新株予約権の数 1,074個 1,074個

新株予約権の目的となる種類

株式会社インタースパイア

普通株式

単元株式数は100株であります。

株式会社エルゴ・ブレインズ

普通株式

単元株式数は100株であります。

新株予約権の目的となる株式数 1,074株 513,372株

新株予約権行使時の振込金額 44,000円 93円

新株予約権行使期間
平成22年５月１日から

平成27年４月30日まで

平成22年５月１日から

平成27年４月30日まで

　

　
株式会社インタースパイア

第２回新株予約権

株式会社エルゴ・ブレインズ

第５回新株予約権

発行日 平成20年11月28日 平成21年５月１日

新株予約権の割当対象者 役員、社員、社外協力者
株式会社インタースパイア

第２回新株予約権者

新株予約権の数 161個 161個

新株予約権の目的となる種類

株式会社インタースパイア

普通株式

単元株式数は100株であります。

株式会社エルゴ・ブレインズ

普通株式

単元株式数は100株であります。

新株予約権の目的となる株式数 161株 76,958株

新株予約権行使時の振込金額 55,000円 116円

新株予約権行使期間
平成23年１月１日から

平成28年12月31日まで

平成23年１月１日から

平成28年12月31日まで

(注)  平成21年３月26日現在。本合併の効力発生日までの行使状況により変動します。
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(6)当該合併の相手会社の概要（平成20年３月31日現在）

商号 株式会社インタースパイア

事業内容 モバイルメディア事業及びモバイルレップ事業

設立年月日 平成16年12月15日

本店所在地 東京都港区南青山三丁目２番５号

代表者の役職・氏名 代表取締役社長  早川  与規

資本金 228,483千円

発行済株式総数 24,885株

純資産 163,618千円（連結）

総資産 928,616千円（連結）

決算期 ３月31日

従業員数 39名（連結）

主要取引先

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社

株式会社ミクシィ

株式会社ディー・エヌ・エー

(注)  インタースパイアは、平成20年11月14日を払込期日とする第三者割当増資を実施しており平成20年12月31日現在

の資本金及び発行済株式総数は次のとおりとなっております。

資本金 294,483千円

発行済株式総数 27,285株

　

最近３年間に終了した各事業年度の業績

（単位：千円）

決算期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期

売上高 76,977 1,134,352 3,032,895

営業利益 △82,698 △81,403 17,265

経常利益 △82,678 △81,516 14,659

当期純利益 △83,086 △96,653 2,493

１株当たり当期純利益(円) ─ ─ 102

１株当たり配当金(円) ─ ─ ─

１株当たり純資産(円) 25,696 8,264 6,574

(注)  インタースパイアは、平成18年３月期は連結財務諸表を作成していないため、平成18年３月期は非連結の業績を

記載しております。

　

３ 合併後の状況

商号 株式会社スパイア

事業内容
マーケティング事業、Eコマース事業、モバイルメディア事業及

びモバイルレップ事業

本店所在地 東京都港区南青山三丁目２番５号

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 CEO 早川  与規

資本金 1,308,628千円（予定）

純資産 未定（現時点では確定しておりません。）

総資産 未定（現時点では確定しておりません。）

決算期 12月31日

当事業年度（自　平成21年１月１日　至　平成21年12月31日）

　　該当事項はありません。
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【注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度
(平成20年12月31日)

当事業年度
(平成21年12月31日)

※１　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 86,832千円

※１　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

663,338千円

39,934千円
　

※２　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。

※２　同左
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

当事業年度
(自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日)

※１　　　　　　　　　　―――

 
 
※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。
マーケティング事業売上高　　　　624,814千円

 
 

※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　　　　　　　　　　　　　　717千円
※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 2,561,426千円
　

メディア事業売上高

業務委託料収入

202,019千円

11,568千円
※３　Ｅコマース事業売上原価
　　　他勘定振替高は貯蔵品に振替られたものでありま
　　　す。
※４  固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
      器具及び備品　　　　　　　　　　　　 13千円
※５　固定資産売却損の内容は次のとおりであります。
　　　器具及び備品　　　　　　　　　　　　　6千円
※６　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

　 器具及び備品 635千円

　 移転に伴う除却(建物付属設備) 15,025千円

　 移転に伴う除却(器具備品) 2,670千円

　 東京本社現状回復費相当額 20,659千円

　 合計 38,992千円

　 　 　

※３　Ｅコマース事業売上原価
　　　他勘定振替高は貯蔵品に振替られたものでありま
　　　す。
※４　　　　　　　　　―――
 
※５　　　　　　　　　―――
 
※６  固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

　 建物 517千円

　 器具及び備品 1,930千円

　 移転に伴う除却(差入保証金) 164千円

　 合計 2,612千円

※７ 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

大阪市北
区他

ＣＧＭマーケティング
事業用資産
ソーシャルコマース
事業用資産

器具備品
ソフトウェア

東京都
港区

ＣＧＭマーケティング
事業用資産
ソーシャルコマース
事業用資産

ソフトウェア

※７ 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

東京都
港区

Ｅコマース事業用資産 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16,025千円であり、その内訳は、
　器具備品183千円、ソフトウェア15,842千円でありま
　す。
※８ 特別退職金
　特別退職金は、希望退職者募集に伴う、希望退職者への
退職金特別加算金であります。

　　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338千円であり、その内訳は全額ソ
　フトウェアであります。
※８ 特別退職金

　特別退職金は、希望退職者募集に伴う、希望退職者

への退職金特別加算金であります。

　

　

EDINET提出書類

株式会社スパイア(E05222)

有価証券報告書

100/130



(株主資本等変動計算書関係)
　

前事業年度（自  平成20年１月１日  至  平成20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

　
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）

発行済株式の種類 　 　 　 　

普通株式 4,486,600 1,100,000 ─ 5,586,600

合計 4,486,600 1,100,000 ─ 5,586,600

自己株式の種類 　 　 　 　

普通株式 67,932 ─ ─ 67,932

合計 67,932 ─ ─ 67,932

(注)  普通株式の発行済株式の増加1,100,000株は、第三者割当による新株発行によるものであります。

　

２ 新株予約権に関する事項

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） 当事業年度末
残高
（千円）前事業年度

末
当事業年度
増加

当事業年度
減少

当事業年度
末

提出会社

平成13年５月
新株引受権
(注)１ 

普通株式 304,000 ─ 5,100298,900 ―

平成13年11月
新株引受権
(注)２

普通株式 3,700 ─ 900 2,800 ―

平成15年６月
新株予約権
(注)３ 

普通株式 55,400 ─ 55,400 ─ ―

平成17年12月
新株予約権
(注)４

普通株式 111,100 ─ 11,90099,200 ―

平成18年４月
新株予約権
(注)５、６

普通株式 75,500 ─ 7,00068,500 ―

合計 ― ― ― ― ― ― ―

(注)１  平成13年５月新株引受権の当事業年度の減少は、新株引受権の消却によるものであります。

２  平成13年11月新株引受権の当事業年度の減少は、新株引受権の消却によるものであります。

３  平成15年６月新株予約権の当事業年度の減少は、新株予約権の消却および権利行使期間終了によるもので 

あります。

４  平成17年12月新株予約権の当事業年度の減少は、新株予約権の消却によるものであります。

５  平成18年４月新株予約権の当事業年度の減少は、新株予約権の消却によるものであります。

６  平成18年４月新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

　

当事業年度（自  平成21年１月１日  至  平成21年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
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 67,932 550,000 ― (注)　617,932

合計 67,932 550,000 ― 617,932

(注)　普通株式の自己株式の増加は、株式会社インタースパイアとの合併に伴い、同社が保有していた当社株式が自己

株式となったことによる増加であります。
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(キャッシュ・フロー計算書関係)

※当事業年度より連結財務諸表を作成しているため、当事業年度に係る「キャッシュフロー計算
　　書関係」については記載しておりません。

前事業年度
(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

当事業年度
(自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日)

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

(平成20年12月31日)

現金及び預金勘定 328,398千円

現金及び現金同等物 328,398千円

―――

 
　 　
　 　
 

　

(リース取引関係)

前事業年度
(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

当事業年度
(自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日)

 

 

 

 
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも
の以外のファイナンス・リース取引

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 171,822千円

減価償却累計額相当額 136,795千円

期末残高相当額 35,026千円

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

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 169,981千円

減価償却累計額相当額 158,463千円

期末残高相当額 11,517千円

②未経過リース料期末残高相当額

１年以内 23,286千円

１年超 3,011千円

合計 26,297千円

②未経過リース料期末残高相当額

１年以内 876千円

１年超 1,229千円

合計 2,105千円

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 38,521千円

減価償却費相当額 36,649千円

支払利息相当額 910千円

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 23,229千円

減価償却費相当額 22,499千円

支払利息相当額 237千円

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。

(減損損失について)

同左
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(有価証券関係)

※当事業年度より連結財務諸表を作成しているため、当事業年度に係る「有価証券関係」(子会
　　社及び関連会社株式で時価のあるものは除く)については、記載しておりません。

前事業年度 (平成20年12月31日)

１  その他有価証券で時価のあるもの

　

区分
取得原価
(千円)

貸借対照表計上額
(千円)

差額
(千円)

貸借対照表計上額が取得価額を
超えないもの

　 　 　

株式 35 35 ─

合計 35 35 ─

(注)  表中の取得原価は減損処理後の取得価格であります。なお、当事業年度において減損処理を行い有価証券評価

損44千円を計上しております。

　

２  当事業年度に売却したその他有価証券

　

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)

その他 30,453 322 ─

合計 30,453 322 ─

　

３  時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額

　

内容 貸借対照表計上額(千円)

(1)その他有価証券 　

  非上場株式 6,060

合計 6,060

(2)子会社株式及び関連会社株式
　

  子会社株式
  関連会社株式

0
4,900

合計 4,900

(注)  当事業年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損4,647千円を計上しております。なお、当事業

年度において関連会社株式について投資損失引当金4,899千円を計上しております。

　

当事業年度 (平成21年12月31日)

　　　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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(デリバティブ取引関係)

※当事業年度より連結財務諸表を作成しているため、当事業年度に係る「デリバティブ取引関
　　係」については、記載しておりません。

１  取引の状況に関する事項

　　前事業年度（自　平成20年１月１日　至　平成20年12月31日）

　　　該当事項はありません。
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(ストック・オプション等関係)

※当事業年度より連結財務諸表を作成しているため、当事業年度に係る「ストック・オプション
　　等関係」については、記載しておりません。

前事業年度（自  平成20年１月１日  至  平成20年12月31日）

１．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15年６月

ストック・オプション
平成17年12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  １名
当社従業員  30名
当社子会社従業員  ６名
社外協力者  １名

当社取締役  ３名
当社従業員  78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  140,200株 普通株式  234,500株

付与日 平成15年６月30日 平成17年12月22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16年６月１日
至  平成20年５月31日

自  平成20年１月１日
至  平成22年５月31日

　 　 　

　
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  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  106,500株 　

付与日 平成18年４月20日 　

権利確定条件   (注)  ２ 　

対象勤務期間 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

　

(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。
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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

当事業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 304,000 3,700

権利確定 ― ―

権利行使 ― ―

失効 5,100 900

未行使残 298,900 2,800

　 　 　

　
平成15年６月

ストック・オプション
平成17年12月

ストック・オプション

権利確定前      (株) 　 　

前事業年度末 ― 111,100

付与 ― ―

失効 ― ─

権利確定 ― 111,100

未確定残 ― ─

権利確定後        (株) 　 　

前事業年度末 55,400 ─

権利確定 ― 111,100

権利行使 ― ―

失効 55,400 11,900

未行使残 ─ 99,200

　 　 　

　
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 75,500　

付与 ― 　

失効 7,000　

権利確定 ― 　

未確定残 68,500　

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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②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15年６月

ストック・オプション
平成17年12月

ストック・オプション

権利行使価格        (円) 880 758

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
　

権利行使価格        (円) 708　

行使時平均株価      (円) ― 　

公正な評価単価  (付与日)  (円) ― 　

　

　　(税効果会計関係)

前事業年度
(平成20年12月31日)

当事業年度
(平成21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 50,041千円

投資有価証券評価損 24,761千円

ポイント引当金繰入額 8,627千円

本社移転に伴う除却損 15,572千円

繰越欠損金 597,416千円

その他 26,391千円

繰延税金資産小計 722,811千円

評価性引当額 △722,811千円

繰延税金資産合計 ─

繰延税金負債 　
　繰延税金負債合計 ─千円

繰延税金負債の純額 ─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 　
貸倒引当金繰入超過額 50,180千円

投資有価証券評価損 24,761千円

投資損失引当金繰入額 12,048千円

繰越欠損金 785,709千円

その他 26,740千円

繰延税金資産小計 899,440千円

評価性引当額 △899,440千円

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
△5.0％

住民税均等割 △4.4％

評価性引当 △36.9％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
△5.7％

 

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

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
△2.9％

住民税均等割 △2.5％

評価性引当 △37.7％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
△2.5％
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(持分法損益等)

※当事業年度より連結財務諸表を作成しているため、当事業年度に係る「持分法損益等」につい
　　ては、記載しておりません。

前事業年度（自  平成20年１月１日  至  平成20年12月31日）

　

関連会社に対する投資の金額（千円） 0

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 14,769

持分法を適用した場合の投資利益又は損失(△)の金額（千円） △33,402

(注)  当事業年度において投資損失引当金 4,899千円を計上しております。
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【関連当事者情報】

※当事業年度より連結財務諸表を作成しているため、当事業年度に係る「関連当事者情報」につ
　　いては、記載しておりません。

前事業年度(自  平成20年１月１日  至  平成20年12月31日)

１  親会社及び法人主要株主等

属性
会社等
の名称

住所
資本金
(百万円)

事業の内容
議決権等の
被所有割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

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

3,387
インターネッ
ト広告業

直接  6.6
間接 49.8

兼任４名 営業取引

イ ン タ ー

ネット広告

売上 

(注)１

613,818売掛金 86,832

当社銀行借

入等に対す

る債務被保

証 

(注)２

133,340未払金 96

債務保証料

の支払

(注)２

1,879　 　

　

２  役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
被所有割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

主要株主
（個人)

井筒 雅博 ― ―

前当社
取締役
㈱グリッド
・ソリュー
ションズ代
表取締役

直接 18.0― ―
顧問料の
支払
(注)３

11,428― ―

　
３  兄弟会社等

属性
会社等
の名称

住所
資本金
(百万円)

事業の内容
議決権等の
被所有割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

兄弟会社

㈱インタース

パイア

東京都

港区
294

インターネッ

ト広告業
直接 9.8 兼任２名 営業取引

イ ン タ ー

ネット広告

売上

(注)４

18,177売掛金 11,311

差入保証金

の差入

(注)５

16,749
差入保証
金

16,749

株式の割当

(注)６
65,450─ ─

㈱インターラ

イド

東京都

港区
12

インターネッ

ト広告代理店

業

直接 9.8 ─ ─
株式の割当

(注)６
65,450─ ─

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  デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社は、当社のマーケティング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  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、前月末本件債務残高×年率0.5％の保証料を支

払っております。

なお、貸出コミットメントライン契約（契約極度額250,000千円）の設定もしておりますが、当事業年度末に

おいて、本契約に基づく借入残高はありません。

３  井筒雅博が経営顧問として行った取引であり、顧問料の支払については、契約書に基づき双方協議の上合理的

に決定しております。

４  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。

５  合併に伴う本社移転の敷金支払によるものであり、その賃貸条件は市場相場を勘案して交渉の上、決定してお

ります。

６  当社が実施した第三者割当増資(１株につき119円)によるものであります。
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(企業結合等関係)

前事業年度(自  平成20年１月１日  至  平成20年12月31日)

該当事項はありません。

　

当事業年度(自  平成21年１月１日  至  平成21年12月31日)

　共通支配下の取引等

1.結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後の名称並びに取
　　引の目的を含む取引の概要

(1)結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容
　　 事業の名称　　　株式会社インタースパイア
　　 事業の内容　　　モバイル広告事業
(2)法的形式

　　 当社を存続会社、株式会社インタースパイアを消滅会社とする吸収合併方式
(3)結合後企業の名称

　　 株式会社スパイア(当社)
(4)取引の目的を含む取引の概要

　　 モバイルインターネット領域の売上高の拡大及びオフィスや人員の共有化に伴うコスト削減を行うため
2.実施した会計処理の概要

  　 「企業結合に係る会計基準」(企業会計審議会　平成15年10月31日)及び「企業結合会計基準及び事業分離
　　等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号　平成19年11月15日)に基づき、共通支配下の取
　　引として処理しております。
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(１株当たり情報)

　
前事業年度

(自  平成20年１月１日
至  平成20年12月31日)

当事業年度
(自  平成21年１月１日
至  平成21年12月31日)

１株当たり純資産額 84円78銭
　

１株当たり純資産額 23円47銭
　

１株当たり当期純損失 20円19銭
　

１株当たり当期純損失 10円75銭
　

潜在株式調整後
    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

　
　

  １株当たり当期純損失であるため記載しておりませ

ん。

  １株当たり当期純損失であるため記載しておりませ

ん。

(注)  1 株当たり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

　

　
前事業年度

(自  平成20年１月１日
至  平成20年12月31日)

当事業年度
(自  平成21年１月１日
至  平成21年12月31日)

当期純損失(△) (千円) △91,905 △149,433

普通株主に帰属しない金額 (千円) ─ ─

普通株式に係る当期純損失(△) (千円) △91,905 △149,433

普通株式の期中平均株式数 (株) 4,550,908 13,903,863

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 2,989個)

臨時株主総会決議日

 平成13年11月16日

(新株引受権 28個)

(新株予約権)

株主総会決議日

 平成15年３月27日

(新株予約権 0個)

株主総会決議日

平成17年３月25日

(新株予約権 992個)

株主総会決議日

平成18年３月24日

(新株予約権 685個)

 
これらの詳細について
は、「第４提出会社の状
況１株式等の状況(2)新
株予約権等の状況」に記
載のとおりであります。

(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 531個)

株主総会決議日

平成18年３月24日

(新株予約権 430個)

 
これらの詳細について
は、「第４提出会社の状
況１株式等の状況(2)新
株予約権等の状況」に記
載のとおりであります。
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(重要な後発事象)

　
前事業年度

(自  平成20年１月１日
至  平成20年12月31日)

当事業年度
(自  平成21年１月１日
至  平成21年12月31日)

１  ストックオプション(新株予約権)について

  当社は、平成21年２月16日開催の取締役会において、会

社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、以

下のとおりストックオプションとして、株主以外の者

に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行す

ることの承認を求める議案並びに本件新株予約権の募

集事項の決定を取締役会に委任することの承認を求め

る議案を、平成21年３月25日開催予定の第12期定時株

主総会に提案することを決議いたしました。

───

・新株予約権の目的となる株式の種類

当社普通株式

・新株予約権割当の対象者

当社の従業員及び当社子会社の取締役、監査役並

びに従業員に割り当てるものとする。

・新株予約権発行の要領

　

① 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395,500株を上限とする。

　

② 新株予約権の総数

3,955個を上限とする。(新株予約権１個につき

普通株式100株。ただし、①に定める株式の数の

調整を行った場合は、同様の調整を行う。)

　

③ 新株予約権の価額

金銭の払込を要しないものとする。

　

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、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。

 

　

・新株予約権を行使することができる期間

平成23年１月１日から平成32年12月31日までの期

間で取締役会が決定する期間とする。
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　 前事業年度
(自  平成20年１月１日
至  平成20年12月31日)

当事業年度
(自  平成21年１月１日
至  平成21年12月31日)

２  金銭消費貸借契約の締結について

当社は、平成21年１月22日開催の取締役会において、

株式会社インタースパイアとの間で、同社を貸付先と

する金銭消費貸借契約を締結することを決議し、実行

しております。

（1）契約の相手会社

    の名前

株式会社インタースパイ
ア

（2）貸付額 70,000千円

（3）貸付利率 1.775％（年利）

（4）返済期限 平成21年７月末

（5）資金使途 運転資金

なお、当社と株式会社インタースパイアは、追加情報

に記載のとおり、吸収合併契約を締結しております。

───

EDINET提出書類

株式会社スパイア(E05222)

有価証券報告書

114/130



　

前事業年度
(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

当事業年度
(自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日)

 
───

 

１　株式会社インターナショナルスポーツマーケティン

グの株式取得による子会社化

　　当社は、平成22年2月15日開催の取締役会において、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

株式を取得し、子会社化することを決議いたしました。

 (1)株式の取得の理由
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、スポーツニュースの配信、スポーツ関
連ウェブサイトの企画・制作・運用、スポーツ情報
提供サービスの運営等、インターネット及び携帯電
話を中心としたスポーツコンテンツに特化した事
業を行っております。
　今後、当社グループが強化するメディア事業領域
において相乗効果が期待できるものと判断し、同社
の株式を取得し、子会社化することを決定いたしま
した。ＳＮＳ向けソーシャルアプリケーションの共
同開発等、新たな事業展開により企業価値の向上を
図ってまいります。

 (2)株式取得の相手会社の名称
株式会社サイバーエージェント

 (3)買収する会社の名称、事業内容、規模

　　①商号
株式会社インターナショナ
ルスポーツマーケティング

　　②事業内容

スポーツニュースの配信、ス
ポーツ関連ウェブサイトの
企画・制作・運用、スポーツ
情報提供サービスの運営

　　③資本金 260,000千円

(4)株式取得の時期
    平成22年３月30日(予定)
(5)取得する株式の数、取得後の持分比率、取得価額

　　①取得する株式の数 5,200株

　　②取得後の持分比率

    ③取得価額

100％
884千円
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前事業年度
(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

当事業年度
(自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日)

　 ２  ストックオプション(新株予約権)について

　

当社は、平成22年２月25日開催の取締役会におい
て、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基
づき、以下のとおりストックオプションとして、株
主以外の者に対して特に有利な条件をもって新株
予約権を発行することの承認を求める議案並びに
本件新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委
任することの承認を求める議案を、平成22年３月25
日開催予定の第13期定時株主総会に提案すること
を決議いたしました。

　

・新株予約権の目的となる株式の種類
　　当社普通株式
　・新株予約権割当の対象者
　　当社の従業員及び当社子会社の取締役、監査　　
　　役並びに従業員に割り当てるものとする。
　・新株予約権発行の要領

　 ① 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518,500株を上限とする。

　 ② 新株予約権の総数

　

5,180個を上限とする。(新株予約権１個につき普
通株式100株。ただし、①に定める株式の数の調整を
行った場合は、同様の調整を行う。)

　 ③ 新株予約権の払込金額

　 金銭の払込を要しないものとする。

　 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、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。

　 ・新株予約権を行使することができる期間

　

割当日後２年を経過した日から割当日後10年を
経過する日までの期間で取締役会が決定する期間
とする。
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⑤ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

　

銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(千円)

(投資有価証券) 　 　

  その他有価証券 　 　

　　㈱クルック 274 27,400

    ジー・プラン㈱ 200 3,863

    国際保険㈱ 3,000 2,197

　　㈱電通 47 100

    ㈱レッドライスメディウム 250 0

計 3,771 33,560
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【有形固定資産等明細表】　

　

資産の種類
前期末残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(内、減損損
失)
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

  建物 10,995
※１　
50,563

744 60,814 13,3035,042 47,510

  器具及び備品 130,915
※２
31,158

11,939150,134124,20110,278 25,932

有形固定資産計 141,91181,72112,684210,948137,50415,321 73,443

無形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

  ソフトウェア 107,197
※３
40,965

─ 148,162120,388
10,762
(338)

27,774

  電話加入権 106 ─ ─ 106 ─ ― 106

無形固定資産計 107,30440,965 ─ 148,269120,388
10,762
(338)

27,880

長期前払費用 10,674
※４
7,089

206 17,557 12,949 986 4,608

(注) １  当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

※１.㈱インタースパイア合併による増加 41,557千円

　　　オフィス移転に伴う内装工事 9,006千円

 ※２.㈱インタースパイア合併による増加 23,183千円

　　　PC等の購入 4,574千円

　　　リース資産の購入 3,400千円

 ※３.㈱インタースパイア合併による増加 30,503千円

　　　ソフトウェアの新規購入 10,295千円

 ※４.㈱インタースパイア合併による増加 7,089千円
　

　
２  「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。

３  当期償却額の（）内は内書きで減損損失の計上額であります。
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【引当金明細表】

　

区分
前期末残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金 123,422 676 ─ 212 123,887

ポイント引当金 21,249 4,928 ─ 5,789 20,387

投資損失引当金 4,899 29,675 4,899 ─ 29,675

（注）１ 貸倒引当金の減少額の「その他」は、一般債権の貸倒実質率による洗替額212千円であります。

２ ポイント引当金の減少額の「その他」は、ポイントサービス終了に伴う取崩額5,762千円及び洗替額26千円で

あります。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

　

区分 金額(千円)

現金 940

預金の種類 　

  普通預金 176,805

  定期預金 10,046

計 186,851

合計 187,792

　

②  受取手形

イ.相手先別内訳

相手先 金額(千円)

　㈱博報堂 9,219

　㈱博報堂DYメディアパートナーズ 2,625

合計 11,845

ロ.期日別内訳

期日 金額(千円)

　2010年１月 1,383

　2010年２月 4,648

　2010年４月 3,187

　2010年５月 2,625

合計 11,845

　

③　売掛金

イ.相手先別一覧

　

相手先 金額(千円)

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ 444,881

㈱インターライド 218,457

㈱コンセプター 39,900

ＳＢＩベリトランス㈱ 23,641

㈱サイバーエージェント 12,473

その他 174,169

合計 913,523
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ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

　

前期繰越高(千円)
(Ａ)

当期発生高(千円)
(Ｂ)

当期回収高(千円)
(Ｃ)

次期繰越高(千円)
(Ｄ)

回収率(％)
  

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)
２
(Ｂ)
365

211,151 4,727,3734,025,002 913,523 81.5 43.4

(注)  １.消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

２.当期発生高には、㈱インタースパイアを吸収合併したことにより引き継いだ売掛金残高(758,793千円)を含

　 んでおります。

　

④  商品

　

品目 金額(千円)

Ｅコマース用商品 26,341

合計 26,341

　

⑤  差入保証金

　

相手先 金額(千円)

㈱丸の内よろず 66,998

ＧＥリアル・エステート㈱ 9,251

その他 2,954

合計 79,203
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⑥  破産更生債権等

　

相手先 金額(千円)

㈱ビジュアルアート研究所 85,225

技研システム㈱ 37,862

㈱ファイブ 123

合計 123,210

　

⑦  買掛金

　

相手先 金額(千円)

㈱ミクシィ 199,659

㈱ディーエヌエー 114,996

㈱グリー 43,558

カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱ 18,771

楽天㈱ 11,934

その他 265,161

合計 654,083

　

⑧　１年以内返済予定関係会社長期借入金

　

相手先 金額(千円)

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ 99,963

合計 99,963

　

⑨　未払金

　

相手先 金額(千円)

日本物流開発㈱ 7,892

ＫＤＤＩ㈱ 5,569

その他 66,464

合計 79,926

　

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 １月１日から12月31日まで

定時株主総会 毎決算期末日の翌日から３ヶ月以内

基準日 12月31日

剰余金の配当の基準日
中間配当  ６月30日
期末配当  12月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り 　

    取扱場所
(特別口座)
大阪市中央区伏見町三丁目6番3号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社  大阪証券代行部

    株主名簿管理人
(特別口座)
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

    取次所 ―

    買取手数料 無料

公告掲載方法

当会社の公告方法は、電子公告とする。

ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができ

ない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりで

あります。

http://www.spireinc.jp/

株主に対する特典 該当事項はありません。

(注)  当社は、「当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができ

ない」旨を定款で定めております。

１．会社法第189条第２項各号に掲げる権利

２．会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

３．株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社は、親会社等はありません。

　

　

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

　

(1)有価証券報告書及びその添付書類
事業年度  第12期(自  平成20年１月１日  至  平成20年12月31日)

　 平成21年３月26日
関東財務局長に提出

　 　 　 　

(2)四半期報告書、四半期報告書の確認書 　 　
　 第13期第１四半期(自  平成21年１月１日  至  平成21年３月31日)　 平成21年５月15日

関東財務局長に提出

　 第13期第２四半期(自  平成21年４月１日  至  平成21年６月30日)　 平成21年８月14日
関東財務局長に提出

　 第13期第３四半期(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)　 平成21年11月11日
関東財務局長に提出

　 　 　 　
(3)臨時報告書 　 　

　

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣
府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）の規定に基づく臨時報告
書

　

平成21年５月１日
関東財務局長に提出
 

　 　 　 　
(4)臨時報告書の訂正報告書 　 　

　

  平成21年５月１日提出の臨時報告書に係る訂正報告書

　

平成22年１月13日
関東財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
　

　

平成22年３月26日

株式会社  スパイア

取締役会  御中

　

あずさ監査法人

　
指 定 社 員
業務執行社員

　 公認会計士    宍    戸    通    孝    ㊞

　
指 定 社 員
業務執行社員

　 公認会計士    川　　村　　　　　敦　　㊞

　

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社スパイア（旧社名　株式会社エルゴ・ブレインズ）の平成21年1月1日から平成21年

12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変

動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作

成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行

われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、株式会社スパイア（旧社名　株式会社エルゴ・ブレインズ）及び連結子会社の平成21年12月31日現在の

財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重

要な点において適正に表示しているものと認める。

追記情報

継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は当連結会計年度の営業損失は68,861千円とな

り、前事業年度に引き続き、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、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

られる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載され

ている。連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は連結財務

諸表に反映されていない。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社スパイア

（旧社名　株式会社エルゴ・ブレインズ）の平成21年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人

の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統

制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠

して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な

虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行わ

れ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体

としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、株式会社スパイア（旧社名　株式会社エルゴ・ブレインズ）が平成21年12月31日現在の財務

報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認

められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべて

の重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
 

※１  上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

２  連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

　

EDINET提出書類

株式会社スパイア(E05222)

有価証券報告書

128/130



独立監査人の監査報告書
　

　

平成21年３月26日

株式会社  エルゴ・ブレインズ

取締役会  御中

　

あずさ監査法人

　
指 定 社 員
業務執行社員

　 公認会計士    宍    戸    通    孝    ㊞

　
指 定 社 員
業務執行社員

　 公認会計士    湯　　口　　　　　豊　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲

げられている株式会社エルゴ・ブレインズの平成20年1月1日から平成20年12月31日までの第12期事業年度の

財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明

細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財

務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社エルゴ・ブレインズの平成20年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度

の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

追記情報

１．継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は当事業年度において8,305千円の営業利

益を計上しているが、前事業年度においては195,176千円の営業損失を計上しており、従って、未だ収益

基盤が安定した状況にはないと判断され、当事業年度末日において継続企業の前提に関する重要な疑

義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。財務諸表は継続企業を

前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を財務諸表には反映していない。

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成21年１月22日開催の取締役会において、株式会

社インタースパイアとの間で、同社を貸付先とする金銭消費貸借契約を締結することを決議し、実行し

ている。
　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
 

※１  上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

２  財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
　

　

平成22年３月26日

株式会社　スパイア

取締役会　御中

　

あずさ監査法人

　
指 定 社 員
業務執行社員

　 公認会計士　　宍　　戸　　通　　孝　　㊞

　
指 定 社 員
業務執行社員

　 公認会計士　　川　　村　　　　　敦　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社スパイア（旧社名　株式会社エルゴ・ブレインズ）の平成21年1月1日から平成21年

12月31日までの第13期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附

属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場か

ら財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社スパイア（旧社名　株式会社エルゴ・ブレインズ）の平成21年12月31日現在の財政状態及び同日

をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

追記情報

　　 継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は当事業年度の営業損失は80,958千円とな

り、前事業年度に引き続き、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、現時点では継続企業の前提に関する重要な不

確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については

当該注記に記載されている。財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確

実性の影響は財務諸表に反映されていない。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
 

※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)

が別途保管しております。

２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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