
平成 20年 10 月 28 日 

各 位 

会 社 名 株式会社クロス・マーケティング 

代表者名 代表取締役社長 五十嵐 幹 

（コード番号 ３６２９ 東証マザーズ） 

問合せ先 取締役副社長 平野 茂樹 

（TEL． ０３－３５４９－０６０３） 

東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 

当社は、本日、平成 20 年 10 月 28 日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。今後と 

も、なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

上場に伴い、当社の最近の決算情報等につきまして別添のとおりお知らせいたします。 

以 上



㈱クロス・マーケティング（3629） 平成 20年 12 月期 中間決算短信（非連結） 

- 1 - 

平成 20 年 12 月期 中間決算短信（非連結） 

平成 20年 10 月 28 日 

上 場 会 社 名 株式会社クロス・マーケティング 上場取引所 東証マザーズ 
コ ー ド 番 号 3629 ＵＲＬ http://www.cross-m.co.jp 
代 表 者 （役職名）代表取締役社長 （氏名）五十嵐 幹 
問合せ先責任者 （役職名） 取締役副社長 （氏名）平野 茂樹 ＴＥＬ(03) 3549－0603 
半期報告書提出予定日 － 

（百万円未満四捨五入） 

１．平成 20年６月中間期の業績（平成 20年１月１日～平成 20年６月 30日） 
(1)経営成績 （％表示は対前年中間期増減率） 

売 上 高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益 
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

20 年６月中間期 
19 年６月中間期 

1,342 － 
－ － 

210 － 
－ － 

209 － 
－ － 

115 － 
－ － 

19 年 12 月期 2,433 － 345 － 340 － 188 － 
（注）当社は、平成 20年６月中間期より中間財務諸表を作成しているため、平成 19年６月中間期の数値及び対前年中 

間増減率については記載しておりません。 

１株当たり中間 

（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当たり 

中 間 （ 当 期 ） 純 利 益 

円 銭 円 銭 

20 年６月中間期 
19 年６月中間期 

43   57 
－ － 

－ － 
－ － 

19 年 12 月期 7,268 91 － － 
(参考) 持分法投資損益 20年６月中間期 11 百万円 19 年６月中間期 －百万円 19 年 12 月期 12百万円 

(2)財政状態 

総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

百万円 百万円 ％ 円 銭 
20 年６月中間期 
19 年６月中間期 

1,383
－ 

809
－ 

58.3
－ 

305    56 
－ － 

19 年 12 月期 1,320 693 52.4 26,197 93 
(参考) 自己資本 20年６月中間期 807 百万円 19 年６月中間期 －百万円 19 年 12 月期 692 百万円 

(3)キャッシュ･フローの状況 
営 業 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高 

百万円 百万円 百万円 百万円 

20 年６月中間期 
19 年６月中間期 

163
－ 

△14
－ 

△31
－ 

676
－ 

19 年 12 月期 120 △109 0 559 

２．配当の状況 

１株当たり配当金 

（基準日） 
第１ 

四半期末 
中間期末 

第３ 
四半期末 

期末 年間 

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

19 年 12 月期 － － 0 00 － － 0 00 0 00 

20 年 12 月期 － － 0 00 

20 年 12 月期（予想） － － 0 00 
0 00 

３．平成 20年 12 月期の業績予想（平成 20年１月１日～平成 20年 12 月 31 日） 
（％表示は対前期増減率） 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1 株当たり 
当期純利益 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

通 期 2,868 17.9 463 34.2 461 35.8 256 36.2 93 71

http://www.cross-m.co.jp/
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４．その他 
(1) 中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間財務諸表作成のための基本と 

なる重要な事項の変更に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更 無 
② ①以外の変更 無 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

①期末発行済株式数(自己株式を含む) 20 年６月中間期 2,640,000 株 19 年６月中間期 －株 19 年 12 月期 26,400 

株

②期末自己株式数 20年６月中間期 －株 19年６月中間期 －株 19年 12月期 －株 

(注)1 株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、29ページ「１株当たり情 

報」をご覧ください。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 

本資料に掲載されている業績予想につきましては、 本資料提出日現在において入手可能な情報に基づ 

き判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等によ 

り、予想数値と異なる場合があります。 

（その他） 

平成 20年 12 月期の業績予想の１株当たり当期純利益は、 公募株式数530,000 株を含めた予定期中平 

均発行済株式数 2,735,573 株（潜在株式は考慮しない）により算出し、オーバーアロットメントによる 

売出しに関連する第三者割当増資分 70,000 株は考慮しておりません。
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（参考）株式分割に伴う１株当たり数値の遡及修正 

平成20年４月18日最終の株主名簿上の株主をもって、その所有する株式１株を100株とする株式分 

割をいたしました。その結果、発行済株式総数は分割前の26,400株から、分割後は2,640,000株とな 

りました。当該分割が前期首に行われたと仮定した場合の前事業年度における１株当たり情報及び当 

期首に行われたと仮定した場合の当中間会計期間における１株当たりの情報は、それぞれ以下のとお 

りとなります。 

20 年６月中間期 19 年 12 月期 

１株当たり中間（当期）純利益 43 円 57 銭 72 円 69 銭 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益 － － 

１株当たり純資産 305円 56銭 261円 98銭 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、新株予約権の残高はありますが、当社 

株式は平成20年６月中間期において非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記載して 

おりません。
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１．経 営 成 績 

（1）経営成績に関する分析 

前中間会計期間は、中間財務諸表を作成していないため、前年同期比較は行っておりません。 

当中間会計期間における我が国の経済は、米国のサブプライム問題に端を発する世界経済の減速懸念、 

原油、食料品価格の高騰等により、先行きについて不透明感が強まる状況にありました。 

このような状況下において、 当中間会計期間の売上高は1,342,402千円、 売上総利益は573,761千円、 

営業利益は 210,030 千円、経常利益は208,732 千円、中間純利益は 115,036 千円となりました。 

（売上高） 

事業部門別の売上高は次のとおりであります。 

①ネットリサーチ事業 

ネットリサーチ事業においては、従来からネットリサーチを利用していた調査会社だけでなく、メー 

カーなど一般事業会社が直接ネットリサーチを利用するケースが増加し、 当社も積極的な営業活動の実 

施により市場シェア拡大に努めてまいりました。 

また、調査企画・調査票作成の企画機能に注力し、既存顧客の取引拡大及び新規顧客の開拓により、 

順調に受注案件数を伸ばしてまいりました。その結果、当中間会計期間における売上高は 1,324,224千 

円となりました。 

②その他事業 

その他事業においては、Web 制作デザイナーによる Web ページ制作、バナー広告制作等を行っており 

ます。当中間会計期間における売上高は 18,178 千円となりました。 

（売上総利益） 

・新ネットリサーチシステムにより生産性が向上しました。そのため、当中間会計期間における売上原 

価率は 57.3%となりました。その結果、売上総利益は 573,761 千円となりました。 

（営業利益） 

・営業活動を積極的に推進するとともに、組織整備を進めました。その結果、販売費及び一般管理費は 

363,731 千円となり、営業利益は 210,030 千円となりました。 

（経常利益） 

・主に長期借入金の支払利息が発生しました。その結果、経常利益は 208,732 千円となりました。 

（中間純利益） 

・税効果会計適用後の法人税等の負担率は44.9％であり、中間純利益は 115,036 千円となりました。
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通期の見通し 

当社は、設立時より主に大手調査会社を主要な顧客として事業を展開しており、今後も、協力関係 

を強化することで売上基盤の安定化を図るとともに、成長余力の大きい一般事業会社を中心に、販路 

を拡大する方針であります。そのために、企画機能の充実、営業力の強化を図っております。これら 

の施策の実行により、売上高は堅調に進捗しております。 

他方、費用面におきましては、継続的な原価管理活動、業務ノウハウの蓄積による労働生産性の向 

上を推進しております。また、広告宣伝費等の固定費につきましては、予算管理を徹底することで費 

用の増加を抑制しております。そのため、営業利益、経常利益、当期純利益の増加率は、売上高の増 

加率を上回る見込みです。 

以上の取り組みにより、通期の業績につきましては、下記のように見込んでおります。 

（単位：百万円） 

平成 20年通期 

見通し 

平成 19年通期 

実績 
増減率 

売上高 2,868 2,433 17.9％ 

営業利益 463 345 34.2％ 

経常利益 461 340 35.8％ 

当期純利益 256 188 36.2％ 

（注）本資料における予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであ 

ります。予想に内在するさまざまな不確定要因や今後の事業運営における内外の状況変化等により、 

実際の業績と異なる場合があります。
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（2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

当中間会計期間末における流動資産の残高は1,046,192 千円となりました。主な要因は、現金及び預 

金が減少 （対前事業年度末比 147,684 千円減少） したこと、 有価証券が増加 （対前事業年度末比 245,484 

千円増加）したこと、売掛金が減少（対前事業年度末比 49,100 千円減少）したことによるものであり 

ます。 

（固定資産） 

当中間会計期間末における固定資産の残高は336,795千円となりました。主な要因は、有形固定資産 

は減価償却費が取得を上回り減少（対前事業年度末比 15,353 千円減少）したこと、無形固定資産は減 

価償却費が取得を下回り増加（対前事業年度末比 9,355 千円増加）したこと、投資その他の資産が増加 

（対前事業年度末比 12,029千円増加）したことによるものであります。 

（流動負債） 

当中間会計期間末における流動負債の残高は503,505千円となりました。主な要因は、買掛金が減少 

（対前事業年度末比 33,269 千円減少）したこと、新規借入による短期借入金が増加（対前事業年度末 

比 50,000 千円増加）したこと、借入金返済による一年以内返済予定長期借入金が減少（対前事業年度 

末比 33,600 千円減少）したことによるものであります。 

（固定負債） 

当中間会計期間末における固定負債の残高は 70,209 千円となりました。主な要因は、借入金返済に 

よる長期借入金が減少（対前事業年度末比 47,500千円減少）したことによるものであります。 

（純資産） 

当中間会計期間末における純資産の残高は 809,273 千円となりました。主な要因は、当中間純利益の 

計上により利益剰余金が増加（対前事業年度末比 115,036 千円増加）したことによるものであります。 

②キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ 117,800 千円増加し、676,432 

千円となりました。 

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間においては、162,544 千円の収入となりました。主な要因は、営業活動が順調に推 

移し税引前中間純利益が 208,732 千円となったこと、法人税等の支払により 90,053 千円支出したこ 

とによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間においては、13,644 千円の支出となりました。主な要因は、定期預金の払い戻しに 

より20,000千円収入、 新リサーチ集計システム開発等の無形固定資産の取得により17,293千円支出、 

敷金等の支払により 12,607千円支出したことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間においては、31,100 千円の支出となりました。主な要因は、短期借入金が 50,000 

千円純増したこと、長期借入金の返済により81,100 千円支出したことによるものであります。
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当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

平成 19年 12 月期 平成 20年６月中間 

期 

自己資本比率（％） （注）１ 52.4 58.3 

時価ベースの株主資本比率（％） （注）１、２ － － 

債務償還年数（年） （注）１、３ 1.5 0.9 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） （注） 

１ 
23.8 78.8 

（注）１．各指標の算定方式は下記のとおりであります。 

自己資本比率 ：自己資本／総資産 

時価ベースの株主資本比率 ：株式時価総額／総資産 

債務償還年数 :有利子負債／キャッシュ・フロー計算書の営業キャッシ 

ュ ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ：キャッシュ・フロー計算書の営業キャッシュ・フロー／ 

キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額 

（注）２．平成 19 年 12 月期、平成 20 年６月中間期については当社は未上場であり、株式時価総額を把 

握することができないため、時価ベースの株主資本比率は記載しておりません。 

（注）３．有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対 

象としております。
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（3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

当社は、株主に対する利益還元を経営上の重要な課題のひとつとして認識しております。事業基盤充 

実のため、事業投資やキャッシュ・フローの状況等を総合的に勘案しながら、中間配当および期末配当 

による株主への利益還元に努めることを基本方針としております。 

中間配当につきましては、中核とするネットリサーチ事業への設備投資など、中期的な成長を促すた 

めの事業投資が必要不可欠であると判断し、無配といたしました。期末配当につきましては、財務基盤 

の強化及び今後の持続的成長のため内部留保の充実に重点を置く必要があると考えているため、無配を 

予定しております。内部留保資金につきましては、事業の拡大と効率化に向けた人材、設備への投資に 

充当し、一層の業務拡大を目指してまいります。 

（4）事業等のリスク 

本資料に記載された事業の状況、経理の状況等に関する事項のうちリスク要因となる可能性があると 

考えられる主な事項及びその他投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項には、以下のよう 

なものがあります。また、必ずしも事業上のリスクに該当しない事項につきましても、投資家の投資判 

断上、重要であると考えられる事項につきましては、投資家に対する積極的な情報開示の観点から、以 

下に記載しております。 

なお、当該記載事項は、特段の記載がない限り、当中間決算短信の提出日現在において当社が判断し 

たものであります。また、以下の記載は本株式への投資に関するリスクをすべて網羅するものではあり 

ませんので、ご留意下さい。 

① 特定事業への依存について 

当社は、平成 19年 12 月期における売上高の 98.7％、平成 20年６月中間期における売上高の 98.6％ 

をネットリサーチ事業に依存しております。今後、ネットリサーチ事業で蓄積されたマーケティング及 

びデータベースの活用を軸とし、それに沿った形で幅広いビジネスへの展開を行うことが考えられます 

が、その時期及び成否は不確定です。ネットリサーチ事業において事業の継続が困難となった場合、当 

社の存立基盤そのものが脅かされることになる可能性があります。 

② 特定顧客※１への依存について 

当社の顧客別売上高は、平成 19 年 12 月期においては上位２社で 41.6％、平成 20 年６月中間期にお 

いては上位２社で 40.3％を占めております。当該２社との関係は良好に推移しており、今後も取引の維 

持・拡大に努めると同時に、同２社への販売依存度を下げるため、新規顧客への営業、新販売チャネル 

の開発を図ってまいりますが、何らかの事情により２社への販売が大きく変動した場合、当社の経営成 

績に影響を及ぼす可能性があります。 

③ 登録モニター※２の活用について 

ネットリサーチ事業において、当社では、関連会社である㈱リサーチパネルの登録モニターを主に利 

用しており、現時点におきましては、当社は当該登録モニターを独占的に利用しております。㈱リサー 

チパネル及びその親会社である㈱ECナビとは、 事業及び資本提携を通じて信頼関係を築いておりますが、 

何らかの事情により、㈱リサーチパネルの登録モニターの利用が困難な状態に陥った場合、当社の経営 

成績に影響を及ぼす可能性があります。 

④ 登録モニターの確保について 

ネットリサーチ事業において、当社が独占的に利用している㈱リサーチパネルの登録モニターは、主 

に㈱EC ナビ及び㈱クレディセゾン会員に対する登録勧誘で、登録者数の増加を図っております。今後、 

多量の登録モニターを要する案件受注が増加していく場合、上記２社の会員だけでは顧客の要望の登録 

モニター数を確保できず、売上増加の制約要因になる可能性があります。 

⑤ ネットリサーチ市場の成長について 

ネットリサーチ市場は平成 12 年頃にインターネットの普及とともに立ち上がり、手軽さと低コスト 

が顧客から支持されております。当社は既存の調査手法からネットリサーチへの切替えや、従来調査を 

利用していなかった潜在顧客層の顕在化など、将来のネットリサーチ市場の成長を前提にした事業計画 

を立てておりますが、一方でその市場規模を正確に予測することは困難です。市場が当社の予測どおり
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に成長しない場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥ ネットリサーチ業界の競争構造について 

ネットリサーチ業界は、参入障壁が低いこともあり、市場の拡大とともに既存の調査会社やネットリ 

サーチ専門事業者、ポータルサイト系ネットリサーチ事業者等の新規参入が相次いでおります。また、 

一方で、M&A を含めて事業者の統合、淘汰が進行しております。今後の業界の構造変化が、当社の業績 

に影響を及ぼす可能性があります。 

⑦ 個人情報の流出の可能性及び影響について 

当社と㈱リサーチパネルは、アンケート回答者の個人情報を取得することがあります。個人情報保護 

法が平成 17 年４月から施行され、今後個人情報の管理に対する法規制がさらに厳しくなる可能性があ 

ります。個人情報の適切な取得・管理・運用を行うため、当社は平成 16 年９月、㈱リサーチパネルは 

平成 19 年３月に（財）日本情報処理開発協会が運営するプライバシーマーク制度の認定事業者となっ 

ております。しかしながら、何らかの理由で個人情報が外部に流出した場合、当社への損害賠償請求や 

社会的信用の失墜により、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑧ システム障害について 

当社と㈱リサーチパネルの事業はインターネットを利用しているため、自然災害、事故、不正アクセ 

ス等により、通信ネットワークの切断、サーバ等ネットワーク機器の作動不能等のシステム障害が発生 

する可能性があります。このようなシステム障害リスクを回避するために、当社では、システムの二重 

化、システムの 24時間監視等の対策を講じております。しかしながら、システム障害が発生した場合、 

一時的なサービス提供の停止などの事態も想定され、業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

⑨ システム開発について 

当社は、システムに関わる投資を積極的に行っております。システム開発にかかわる他社の知的財産 

の侵害につきましては、事前調査の徹底、オープンソースの利用徹底など十分注意を払っており、業績 

に影響を与えるリスクはきわめて低いと考えておりますが、システム開発の遅延・トラブル等が発生し 

た場合、開発コストが増大するなど、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑩ 人材確保について 

当社の人材採用にあたっては、各業務分野における専門能力、および組織マネジメントの観点から、 

良好な対人関係を構築する能力を極めて重視しております。また、育成・評価制度の充実により、社員 

の能力向上とモチベーションの向上を重要施策として掲げております。経済環境好転に伴う人材獲得競 

争の激化や人材育成が順調に進まない等の理由により、事業の成長が阻害される可能性があります。 

⑪ 小規模組織であること 

当社は、取締役４名並びに従業員 114 名（平成 20年８月 31日現在）と組織が小さく、内部管理体制 

も当該規模に応じたものになっております。 事業の拡大にあわせ、 今後も引き続き積極的に人員の増強、 

内部管理体制の一層の充実を図る方針ですが、人材の獲得及び管理体制の強化が順調に進まなかった場 

合には、適切かつ十分な組織的対応ができず、業務に影響を及ぼす可能性があります。 

⑫ 配当政策について 

当社は、中核とするネットリサーチ事業への設備投資など、中期的な成長を促すための事業投資が必 

要不可欠のものと認識しており、事業基盤充実のため、創業以来配当を実施しておりません。株主に対 

する利益還元につきましては経営上の重要な課題のひとつとして認識しており、今後は中間配当および 

配当による株主への利益還元に努める所存ですが、重要な事業投資を優先する場合やキャッシュ・フロ 

ーの状況によっては、配当を実施しない、あるいは予定していた配当額を減ずる可能性があります。 

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 

す。

なお、当社は、会社法第 454 条第５項に基づく中間配当制度を採用しております。 

⑬ 資金使途について 

株式公開に伴う公募増資において調達した資金の使途につきましては、既存サービスの品質向上、業 

務効率の向上に係る設備投資を計画しております。しかしながら、以上に述べた資金使途計画の進捗が 

遅れた場合、あるいは当社を取り巻く事業環境が変化した場合には、調達資金が計画通り使用されない 

可能性、もしくは投資効果として期待通りの成果を上げられない可能性があります。
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※１.「顧客」とは、当社に調査依頼をする調査会社・広告代理店・コンサルティング会社・一般事業者等です。 

※２.「登録モニター」とは、調査会社からの調査依頼に対して、事前に回答することを承諾した登録者のことです。
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２．企 業 集 団 の 状 況 

当社グループは、当社（㈱クロス・マーケティング）、関連会社１社（㈱リサーチパネル）の計２社に 

より構成されており、市場調査活動における調査、集計、分析業務の受託を主たる事業としております。 

※新規上場に伴う新株式発行により、㈱EC ナビ及び㈱サイバーエージェントは当社の関係会社ではなくなりました。 

また、㈱ECナビは㈱リサーチパネルの株式を 60％所有しており、 当社のリサーチ事業における業務提携会社であり 

ます。 

企業集団についての事業系統図は、以下のとおりであります。 
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〔ネットリサーチの流れ〕 

受注～調査企画・設計 
顧客から調査依頼を受け、 調査企画内容に沿ったアンケートプログラムを 

開発し、アンケートサーバー上に設置します。 

スクリーニング調査 
本調査に回答してもらいたい登録モニター ※１ を抽出するための事前調査 

を行ないます。 

アンケート告知 

(1-1～1-2) 

アンケート回答者は、主に㈱リサーチパネルが組織化（平成 20年８月 31 

日現在、1,217 千人）している登録モニターから募ります。そのため、当 

社から㈱リサーチパネルにアンケート告知のメール配信を依頼し、㈱リサ 

ーチパネルは登録モニターに対してメールでアンケートの実施を告知し 

ます。 

本
調
査
 アンケート回答～ 

謝礼支払～データ 

回収 

(2, 3-1～3-3) 

アンケート参加に同意した登録モニターは、 当社サーバーにアクセスして 

アンケートに回答し、対価として㈱リサーチパネル経由で㈱EC ナビから 

謝礼として ECナビポイント ※2 を受け取ります。 アンケートサーバーには、 

順次、回答データが蓄積されていき、必要サンプル数が集まった段階でア 

ンケートは締め切られます。 

ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施
 

データクリーニング 
論理矛盾や不正な回答を削除するため、システム・チェックや専任担当者 

による目視チェックを行います。 

集計・分析～納品 

回答データをもとに調査結果である集計表を作成し、顧客に納品します。 

また、顧客の依頼に応じて、コンジョイント分析、因子分析、コレスポン 

デンス分析等の各種統計分析レポートを作成します。 

モニター募集委託手数料支払 

(4) 

当社は㈱リサーチパネルに対して、 登録モニター利用の対価であるモニタ 

ー募集委託手数料を支払います。 

※１． 「登録モニター」とは、 調査会社からの調査依頼に対して、事前に回答することを承諾した登録者のことです。 

※２． 「ECナビポイント」とは、 ㈱ECナビが価格比較サイト「ECナビ」上で提供しているポイントで、現金、電子マネー等へ 

の交換ができます。
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３．経 営 方 針 

（1）会社の経営の基本方針 

当社は、『Partnering for your best decisions』という経営ビジョンのもと、企業のマーケティン 

グ活動に必要不可欠な『情報』を提供するとともに、そこに人間の知識や感性、特性といった『人間力』 

を融合させることによって顧客の意思決定に寄与することで企業価値を向上させ、創造的な事業展開を 

はかることを目指しております。 

IT 時代と言われる今日、 ヒト・モノ・カネといった経営資源、 あるいは優れた戦略やソリューション、 

システムを手に入れたとしても、企業の成長や顧客満足を十分に得ることはできません。そこに、マー 

ケティング活動という重要な要素を加え、顧客と企業の満足を両立させる好循環モデルを作り上げるこ 

とにより、企業の利益を継続的に高めることが可能になります。このような中、当社では、マーケティ 

ングを経営資源や戦略、システムなどと有機的に結びつけることにより、さまざまなビジネスの可能性 

を見出し、顧客にとっての新しい価値を創造するお手伝いをしてまいります。また、ネットリサーチの 

業務プロセスにおいて「人」が深くかかわることで、顧客との間のパートナーシップの芽を生み出し、 

当社ビジネスを進化させたいと考えております。 

また、経営ビジョンを実現させるための実践的な指針として、『Quality First～速さ・正確性・安心 

感という品質は人間的な繋がりがあって、はじめて生み出せるもの～』というポリシーを掲げておりま 

す。常に顧客の立場に立ってものを考え、顧客へのホスピタリティを十分に発揮することが顧客満足に 

応えるための姿勢であると考えております。人によるきめ細かな心配りとサービスの提供を心がけ、そ 

の積み重ねが最終的なアウトプットに「速さ・正確性・安心感」というクオリティを付加するものと考 

えます。 

今後も、顧客にとってオンリーワン企業となれるよう、品質第一の考え方のもと、高い信頼と評価を 

得られるよう努めてまいります。 

（2）目標とする経営指標 

当社では、持続的な企業価値向上が株主に対する責任であり、経営に委託された資本を最も効率よく 

活用すべく、適正資本構成を維持したうえでの ROE を最重要経営指標として位置づけておりますが、現 

在は成長段階であり、株主の成長期待に応えるべく、売上高成長率、経常利益成長率をも意識した経営 

に取り組んでまいります。 

（3）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題 

当社は、設立当初から多くの大企業を顧客に抱える大手調査会社を主要な顧客とし、順調に業績を伸 

ばしてまいりました。また、顧客、株主、従業員、社会などあらゆるステークホルダーとの良好な関係 

を維持するとともに、マーケティング業界のエクセレント・カンパニーを目指し、更なる成長につなげ 

てまいります。 

当社の中長期的な経営戦略としては、『Quality First～速さ・正確性・安心感という品質は人間的な 

繋がりがあって、はじめて生み出せるもの～』というポリシーのもと、これまでネットリサーチ事業領 

域で培われてきた『品質』という市場優位性を活かしつつ、更なる高付加価値かつ高品質のソリューシ 

ョンを提供することで、企業価値を高めてまいります。 

具体的には、以下の課題に取り組んでまいります。 

① 営業収益力の強化・拡大 

(ⅰ)成長するネットリサーチ市場におけるシェア・アップを図り、長期的な成長を実現するために、営 

業力及び企画力の強化が最重要課題であると位置づけております。新卒・中途採用による営業担当 

者及びリサーチャーの増員、営業担当者のナレッジの共有や、社内コミュニケーションの促進等の 

施策を徹底し、営業力の強化・底上げに邁進してまいります。
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(ⅱ)販売動向についての計数分析を強化するため、販売管理の業務フローならびにシステムを見直して、 

顧客管理を一元化するとともに、営業における受注見込みから受注案件の売上明細や原価明細を一 

貫した体系で管理・分析できる体制を整えてまいります。これらの計数・分析結果をスピーディー 

に価格戦略・営業政策に反映させることにより、売上総利益率の向上を図ります。 

(ⅲ)当社の競争力を維持するため、 システムの新設・増強を行います。 顧客満足度をより高めるためと、 

更なる労働生産性向上のため、設備投資を積極的に行ってまいります。 

② 組織拡大に伴う人材育成・評価制度の整備 

当社は平成 15年設立以降、 ネットリサーチ市場の成長に伴い、 急速に拡大してきた会社であります。 

今後企業規模のさらなる拡大を見込んでいる中で、適正な組織を維持するためには、個々の社員のスキ 

ルアップとモチベーションの向上が必要であると考えております。 

そのため、当社では、スキルアップのための全社員に対する研修を実施し、また、人事評価制度や給 

与制度を世間の情勢や社内の意見を参考にしながら適宜見直しすることで、モチベーションの向上を図 

ってまいります。
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４．中 間 財 務 諸 表 
（1）中間貸借対照表 

当中間会計期間末 
（平成20年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成19年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部） 

Ⅰ 流動資産 

１．現金及び預金 426,388 574,072 

２．受取手形 22,796 15,490 

３．売掛金 301,622 350,722 

４．有価証券 250,044 4,560 

５．仕掛品 14,696 12,707 

６．貯蔵品 5,651 5,496 

７．その他 26,611 30,085 

貸倒引当金 △1,616 △4,373 

流動資産合計 1,046,192 75.6 988,759 74.9 

Ⅱ 固定資産 

(1）有形固定資産 ※１ 77,232 92,585 

(2）無形固定資産 

１．ソフトウェア 107,869 91,173 

２．その他 9,241 16,583 

無形固定資産合計 117,110 107,756 

(3）投資その他の資産 

１．その他 146,342 130,424 

貸倒引当金 △3,889 - 

投資その他の資産合計 142,453 130,424 

固定資産合計 336,795 24.4 330,765 25.1 

資産合計 1,382,987 100.0 1,319,524 100.0



㈱クロス・マーケティング（3629） 平成 20年 12 月期 中間決算短信（非連結） 

- 16 - 

当中間会計期間末 
（平成20年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成19年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部） 

Ⅰ 流動負債 

１．買掛金 220,754 254,023 

２．短期借入金 50,000 － 

３．一年以内返済予定 
長期借入金 

30,000 63,600 

４．未払法人税等 99,393 95,559 

５．その他 ※２ 103,357 95,252 

流動負債合計 503,505 36.4 508,434 38.6 

Ⅱ 固定負債 

１．長期借入金 70,000 117,500 

２．その他 209 209 

固定負債合計 70,209 5.1 117,709 8.9 

負債合計 573,714 41.5 626,143 47.5 

（純資産の部） 

Ⅰ 株主資本 

１．資本金 121,100 8.8 121,100 9.2 

２．資本剰余金 

(1)資本準備金 71,100 71,100 

資本剰余金合計 71,100 5.1 71,100 5.4 

３．利益剰余金 

(1）その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 614,461 499,425 

利益剰余金合計 614,461 44.4 499,425 37.8 

株主資本合計 806,661 58.3 691,625 52.4 

Ⅱ 評価・換算差額等 

１．その他有価証券 
評価差額金 

5 0.0 － － 

評価・換算差額等合計 5 0.0 － － 

Ⅲ 新株予約権 2,607 0.2 1,755 0.1 

純資産合計 809,273 58.5 693,380 52.5 

負債純資産合計 1,382,987 100.0 1,319,524 100.0
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（2）中間損益計算書 

当中間会計期間 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高 1,342,402 100.0 2,432,675 100.0 

Ⅱ 売上原価 768,641 57.3 1,427,221 58.7 

売上総利益 573,761 42.7 1,005,453 41.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 363,731 27.1 660,190 27.1 

営業利益 210,030 15.6 345,263 14.2 

Ⅳ 営業外収益 ※１ 565 0.0 150 0.0 

Ⅴ 営業外費用 ※２ 1,863 0.1 5,834 0.2 

経常利益 208,732 15.5 339,580 14.0 

Ⅵ 特別損失 
※３ 
※４ 

－ - 7,202 0.3 

税引前中間（当期）純利 
益 

208,732 15.5 332,378 13.7 

法人税、 住民税及び事業 
税 

91,284 140,324 

法人税等調整額 2,412 93,696 6.9 3,797 144,120 6.0 

中間（当期）純利益 115,036 8.6 188,257 7.7
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（3）中間株主資本等変動計算書 
当中間会計期間（自 平成 20年１月１日 至 平成 20年６月 30日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他 
利益剰余金 資本金 

資本準備金 資本剰余金 
合計 

繰越利益 
剰余金 

利益剰余金 
合計 

株主資本合計 

平成19年12月31日残高 
（千円） 121,100 71,100 71,100 499,425 499,425 691,625 

中間会計期間中の 
変動額 

中間純利益 115,036 115,036 115,036 

株主資本以外の項目の 
中間会計期間中の 
変動額（純額） 

中間会計期間中の 
変動額合計 （千円） 

－ － － 115,036 115,036 115,036 

平成20年６月30日残高 
（千円） 121,100 71,100 71,100 614,461 614,461 806,661 

評価・換算差額等 

その他有価証 
券評価差額金 

評価・換算差額 
等合計 

新株予約権 純資産合計 

平成19年12月31日残高 
（千円） 

－ － 1,755 693,380 

中間会計期間中の 
変動額 

中間純利益 115,036 

株主資本以外の項目の 
中間会計期間中の 
変動額（純額） 

5 5 852 857 

中間会計期間中の 
変動額合計 （千円） 5 5 852 115,893 

平成20年６月30日残高 
（千円） 5 5 2,607 809,273
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前事業年度（自 平成 19年１月１日 至 平成 19年 12 月 31 日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他 
利益剰余金 資本金 

資本準備金 資本剰余金 
合計 

繰越利益 
剰余金 

利益剰余金 
合計 

株主資本合計 

平成18年12月31日残高 
（千円） 82,250 32,250 32,250 311,168 311,168 425,668 

事業年度中の変動額 

新株の発行 38,850 38,850 38,850 77,700 

当期純利益 188,257 188,257 188,257 

株主資本以外の項目の事 
業年度中の変動額 
（純額） 

事業年度中の変動額合計 
（千円） 38,850 38,850 38,850 188,257 188,257 265,957 

平成19年12月31日残高 
（千円） 121,100 71,100 71,100 499,425 499,425 691,625 

評価・換算差額等 

その他有価証 
券評価差額金 

評価・換算差額 
等合計 

新株予約権 純資産合計 

平成18年12月31日残高 
（千円） △92 △92 29 425,605 

事業年度中の変動額 

新株の発行 77,700 

当期純利益 188,257 

株主資本以外の項目の事 
業年度中の変動額 
（純額） 

92 92 1,726 1,818 

事業年度中の変動額合計 
（千円） 92 92 1,726 267,776 

平成19年12月31日残高 
（千円） 

－ － 1,755 693,380
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（4）中間キャッシュ・フロー計算書 

当中間会計期間 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ 
ュ・フロー 

税引前中間（当期） 
純利益 

208,732 332,378 

減価償却費 30,170 50,457 

貸倒引当金の増減額 
（減少：△） 

1,132 2,430 

受取利息及び受取配当 
金 

△556 △72 

支払利息 1,858 5,066 

売上債権の増減額 
（増加：△） 

37,905 △64,754 

たな卸資産の増減額 
（増加：△） 

△2,144 △7,850 

仕入債務の増減額 
（減少：△） 

△33,269 28,960 

その他流動資産の増減 
額（増加：△） 

1,851 25,501 

その他流動負債の増減 
額（減少：△） 

7,573 △27,478 

その他 852 10,212 

小計 254,104 354,849 

利息及び配当金の受取 
額 

556 72 

利息の支払額 △2,064 △5,054 

法人税等の支払額 △90,053 △229,695 

営業活動によるキャッシ 
ュ・フロー 

162,544 120,173
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当中間会計期間 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ 
ュ・フロー 

定期預金の預入による 
支出 

－ △40,000 

定期預金の払戻による 
収入 

20,000 40,000 

関係会社の清算による 
収入 

－ 8,369 

有形固定資産の取得に 
よる支出 

△3,744 △60,540 

無形固定資産の取得に 
よる支出 

△17,293 △56,063 

その他投資の増加によ 
る支出 

△12,607 △1,154 

その他投資の減少によ 
る収入 

－ 482 

投資活動によるキャッシ 
ュ・フロー 

△13,644 △108,905 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ 
ュ・フロー 

短期借入金の純増減額 50,000 － 

長期借入金の返済によ 
る支出 

△81,100 △77,341 

株式の発行による収入 － 77,700 

財務活動によるキャッシ 
ュ・フロー 

△31,100 359 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増 
減額（減少：△） 

117,800 11,626 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期 
首残高 

558,632 547,005 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中 
間期末(期末）残高 

※ 676,432 558,632
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
当中間会計期間 

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日） 

１．資産の評価基準及び評価 

方法 

（1）有価証券 

満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法）を採用して 

おります。 

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。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等に基づ 

く時価法（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）を 

採用しております。 

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 

仕掛品 

個別法による原価法を採用してお 

ります。 

貯蔵品 

最終仕入原価法を採用しておりま 

す。 

（1）有価証券 

――――――――― 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時 

価法（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）を採用 

しております。 

時価のないもの 

同左 

（2）たな卸資産 

仕掛品 

同左 

貯蔵品 

同左 

２．固定資産の減価償却の方 

法 

（1）有形固定資産 

定率法を採用しております。 

（2）無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウェアに 

ついては、社内における利用可能期 

間（３～５年）に基づいております。 

（1）有形固定資産 

同左 

（2）無形固定資産 

同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備えるた 

め、 一般債権については貸倒実績率等 

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勘案し、 

回収不能見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

４．リース取引の処理方法 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によって 

おります。 

同左
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項目 
当中間会計期間 

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日） 

５．中間キャッシュ・フロー 

計算書（キャッシュ・フ 

ロー計算書）における資 

金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及 

び容易に換金可能であり、かつ、価値の 

変動について僅少なリスクしか負わない 

取得日から３か月以内に償還期限の到来 

する短期投資からなっております。 

同左 

６．その他中間財務諸表（財 

務諸表）作成のための基 

本となる重要な事項 

(1）消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

(1）消費税等の会計処理 

同左 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

当中間会計期間 
（自 平成20年１月１日 

至 平成20年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日） 

――――――――― （減価償却方法の変更） 

法人税法の改正に伴い、平成19年４月１日以降に取 

得した有形固定資産については、改正後の法人税法に 

基づく減価償却の方法に変更しております。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。 

追加情報 

当中間会計期間 
（自 平成20年１月１日 

至 平成20年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日） 

――――――――― （外形標準課税制度適用について） 

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第 

９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１ 

日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入 

され、平成19年３月29日の新株式の発行による資本金の 

増加により、 外形標準課税制度の適用対象となりました。 

これに伴い、当事業年度から「法人事業税における外 

形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上 

の取扱い」（平成16年２月13日企業会計基準委員会実務 

対応報告第12号）に従い、法人事業税の付加価値割り及 

び資本割については、販売費及び一般管理費に計上して 

おります。 

この結果、販売費及び一般管理費は4,743千円増加し、 

営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が同額減少し 

ております。
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

当中間会計期間末 
（平成20年６月30日） 

前事業年度末 
（平成19年12月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

60,486千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

43,290千円 

※２．消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺しており 

ます。 

※２． ――――――――― 

（中間損益計算書関係） 

当中間会計期間 
（自 平成20年１月１日 

至 平成20年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日） 

※１．営業外収益のうち主要なもの 

受取利息配当金 239千円 

有価証券利息 318千円 

※１．営業外収益のうち主要なもの 

受取利息配当金 72千円 

※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 1,858千円 

※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 5,066千円 

※３． ――――――――― ※３．特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損 2,622千円 

減損損失 4,580千円 

※４． ――――――――― ※４．減損損失 

当事業年度において、当社は以下の資産グループに 

ついて減損損失を計上いたしました。 

場所 用途 種類 金額 

本社 遊休資産 
ソフト 

ウェア 
4,580千円 

当社は事業用資産について単一としてグルーピング 

を行っており、遊休資産については個別資産ごとにグ 

ルーピングを行っております。 

当事業年度において、遊休資産のうち、時価が著し 

く下落した資産グループの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特別損失に計 

上いたしました。 

なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値に 

より測定しておりますが、経済的残存使用年数は１年 

以内であり重要性に乏しいため、将来キャッシュ・フ 

ローの割引は行っておりません。 

５．減価償却実施額 

有形固定資産 17,197千円 

無形固定資産 12,974千円 

５．減価償却実施額 

有形固定資産 29,347千円 

無形固定資産 21,110千円
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（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成 20年１月１日 至 平成 20年６月 30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並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） 

当中間会計期間 

増加株式数 

（株） 

当中間会計期間 

減少株式数 

（株） 

当中間会計期間 

末株式数 

（株） 

発行済株式 

普通株式（注） 26,400 2,613,600 － 2,640,000 

自己株式 

普通株式 － － － － 

（注）普通株式の増加は、平成 20年４月 18日に１株を100株にする株式分割による増加であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
新株予約権の 

目的となる 

株式の種類 
前事業 

年度末 

当中間会計 

期間増加 

当中間会計 

期間減少 

当中間会計 

期間末 

当中間会 

計期間末 

残高 

（千円） 

ストック・オプションと 

しての新株予約権 
― － － － － 2,607 

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成 19年１月１日 至 平成 19年 12 月 31 日） 

１．発行済株式の種類及び総数並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 

普通株式（注） 24,300 2,100 － 26,400 

自己株式 

普通株式 － － － － 

（注）普通株式の増加は、平成 19年３月 29日の第三者割当の新株発行による増加であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 新株予約権の 

目的となる 

株式の種類 
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 

当事業年 

度末残高 

（千円） 

ストック・オプションと 

しての新株予約権 
― － － － － 1,755 

（注）ストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

当中間会計期間 
（自 平成20年１月１日 

至 平成20年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日） 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照 

表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年６月30日現在） 

※ 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19年12月31日現在） 

（千円） 

現金及び預金勘定 426,388 

有価証券勘定 250,044 

―――――― 

現金及び現金同等物 676,432 

―――――― 

（千円） 

現金及び預金勘定 574,072 

有価証券勘定 4,560 

預金期間が３ヶ月を超える 

定期預金 △20,000 

―――――― 

現金及び現金同等物 558,632 

―――――― 

（リース取引関係） 

当中間会計期間 
（自 平成20年１月１日 

至 平成20年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19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（借主側） 

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（借主側） 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当 

額及び中間期末残高相当額 

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 

取得価額 
相当額 
（千円） 

減価償却 
累計額相 
当額 
（千円） 

中間期末 
残高相当 
額 
（千円） 

工具器具備品 26,879 20,051 6,828 

ソフトウェア 6,526 5,419 1,107 

合計 33,405 25,470 7,935 

取得価額 
相当額 
（千円） 

減価償却 
累計額相 
当額 
（千円） 

期末残高 
相当額 
（千円） 

工具器具備品 26,879 16,775 10,104 

ソフトウェア 6,526 4,603 1,923 

合計 33,405 21,378 12,027 

２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 

１年内 5,494千円 

１年超 2,347千円 

合計 7,842千円 

１年内 7,882千円 

１年超 4,325千円 

合計 12,207千円 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当 

額 

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 4,244千円 

減価償却費相当額 4,092千円 

支払利息相当額 116千円 

支払リース料 8,846千円 

減価償却費相当額 8,500千円 

支払利息相当額 258千円 

４．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．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

５．利息相当額の算定方法 

利息法により期間配分しております。 

５．利息相当額の算定方法 

同左
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当中間会計期間 
（自 平成20年１月１日 

至 平成20年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日） 

（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。 

（減損損失について） 

同左 

（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

当中間会計期間末 
（平成20年６月30日） 

前事業年度末 
（平成19年12月31日） 

種類 
取得原価 
（千円） 

中間貸借対照 
表計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

取得原価 
（千円） 

貸借対照表 
計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

株式 147 155 8 147 147 － 

合計 147 155 8 147 147 － 

(注)１．その他有価証券で時価のある株 

式の減損にあたっては、 中間会計 

期間末時点における時価が取得 

原価に比べ50％程度またはそれ 

以上下落した場合で、 個別銘柄ご 

とに中間会計期間末及びその後 

における市場価格の推移、 市場環 

境の動向、最高値・最安値と購入 

価格との乖離状況、 発行会社の業 

況等の推移等、時価下落の内的・ 

外的要因を総合的に勘案し、 合理 

的な根拠を持って回復すると認 

められるもの以外はすべて減損 

処理することとしております。 

２．取得原価については、減損処理後 

の帳簿価額を記載しております。 

(注)１．その他有価証券で時価のある株式 

の減損にあたっては、期末時点に 

おける時価が取得原価に比べ50％ 

程度またはそれ以上下落した場合 

で、個別銘柄ごとに期末時点、期 

末日、期末日後における市場価格 

の推移、 市場環境の動向、 最高値・ 

最安値と購入価格との乖離状況、 

発行会社の業況等の推移等、時価 

下落の内的・外的要因を総合的に 

勘案し、合理的な根拠を持って回 

復すると認められるもの以外はす 

べて減損処理することとしており 

ます。なお、当事業年度において、 

その他有価証券で時価のある株式 

について309千円減損処理を行っ 

ております。 

２．取得原価については、減損処理後 

の帳簿価額を記載しております。
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２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

当中間会計期間末 
（平成20年６月30日） 

前事業年度末 
（平成19年12月31日） 

中間貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 

(1）満期保有目的の債権 

国内公社債 99,840 － 

(2）子会社株式及び関連会社株式 

関係会社株式 60,000 60,000 

(3）その他有価証券 

追加型公社債投資信託受益証券 150,203 4,560 

（デリバティブ取引関係） 

当中間会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成 20年６月30日） 

当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成19年１月１日 至 平成 19年 12 月 31日） 

当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。 

（ストック・オプション等関係） 

当中間会計期間（自 平成 20年１月１日 至 平成 20年６月 30日） 

１．ストック・オプションに係る当中間会計期間における費用計上額及び科目名 

売上原価 246 千円 

販売費及び一般管理費 606 千円 

前事業年度（自 平成 19年１月１日 至 平成 19年 12 月 31 日） 

１．ストック・オプションに係る当事業年度における費用計上額及び科目名 

売上原価 516 千円 

販売費及び一般管理費 1,211 千円 

（持分法損益等） 

当中間会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成 20年６月30日） 

関連会社に対する投資の金額（千円） 60,000 

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 88,556 

持分法を適用した場合の投資利益の金額（千円） 11,251 

前事業年度（自 平成19年１月１日 至 平成 19年 12 月 31日） 

関連会社に対する投資の金額（千円） 60,000 

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 77,304 

持分法を適用した場合の投資利益の金額（千円） 12,332
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（１株当たり情報） 

当中間会計期間 
（自 平成20年１月１日 

至 平成20年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日） 

１株当たり純資産額 305.56円 

１株当たり中間純利益金額 43.57円 

１株当たり純資産額 26,197.93円 

１株当たり当期純利益金額 7,268.91円 

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額につ 

いては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非 

上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記 

載しておりません。 

当社は、 平成20年４月18日付で普通株式１株を100株と 

する株式分割を行っております。 

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前 

事業年度における１株当たりの情報については、以下の 

とおりとなります。 

１株当たりの純資産額 261.98円 

１株当たりの当期純利益金額 72.69円 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ 

いては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非 

上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記 

載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ 

いては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非 

上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記 

載しておりません。 

（注） １株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

当中間会計期間 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

前事業年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

中間（当期）純利益（千円） 115,036 188,257 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（千円） 
115,036 188,257 

期中平均株式数（千株） 2,640 26 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整 

後１株当たり中間（当期）純利益の算定に 

含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権 ２種類 

（新株予約権の数1,078個） 

株主総会 

決議日 平成18年4月13日 

行使価格 15,000円 

付与数 281個 

（356個より75個権利喪失） 

株主総会 

決議日 平成18年4月13日 

行使価額 15,000円 

付与数 797個 

（994個より197個権利喪失） 

新株予約権 ２種類 

（新株予約権の数1,129個） 

株主総会 

決議日 平成18年4月13日 

行使価格 15,000円 

付与数 302個 

（356個より54個権利喪失） 

株主総会 

決議日 平成18年4月13日 

行使価額 15,000円 

付与数 827個 

（994個より167個権利喪失） 

（注）平成 20年４月18日付で普通株式１株を100 株にする株式分割をしております。
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（重要な後発事象） 

当中間会計期間 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日） 

――――――――― 当社は、 平成20年３月13日開催の取締役会決議に基づ 

き、 次のように株式分割による新株式を発行しておりま 

す。 

１．平成20年４月18日をもって普通株式１株につき100 

株に分割します。 

（1）分割により増加する株式数 

普通株式 2,613,600株 

（2）分割方法 

平成20年４月18日最終の株主名簿上の株主をも 

って、その所有する株式１株を100株とする株式 

分割をいたします。 

２． 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合 

の前事業年度における１株当たり情報及び当期首 

に行われたと仮定した場合の当事業年度における 

１株当たりの情報は、 それぞれ以下のとおりとなり 

ます。 

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資産額 

175.13円 

１株当たり当期純利益 

金額 

95.53円 

なお、潜在株式調整 

後１株当たり当期純利 

益金額については、新 

株予約権の残高はあり 

ますが、当社株式は非 

上場であるため、期中 

平均株価が把握できま 

せんので記載しており 

ません。 

１株当たり純資産額 

261.98円 

１株当たり当期純利益 

金額 

72.69円 

なお、潜在株式調整 

後１株当たり当期純利 

益金額については、新 

株予約権の残高はあり 

ますが、当社株式は非 

上場であるため、期中 

平均株価が把握できま 

せんので記載しており 

ません。
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５．そ の 他 

（1）役員の異動 

該当事項はありません。 

（2）その他 

該当事項はありません。


