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1.  平成22年12月期第1四半期の業績（平成22年1月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

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

22年12月期第1四半期 918 27.5 173 122.2 175 116.6 103 122.9
21年12月期第1四半期 720 ― 78 ― 81 ― 46 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純

利益
円 銭 円 銭

22年12月期第1四半期 32.35 31.79
21年12月期第1四半期 14.54 14.08

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年12月期第1四半期 1,947 1,444 74.0 453.26
21年12月期 1,816 1,341 73.7 420.90

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  1,440百万円 21年12月期  1,338百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

   当社は定款において第２四半期末日及び期末日を配当基準日と定めております。 

1株当たり配当金

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

21年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

22年12月期 ―

22年12月期 
（予想）

2.00 ― 2.00 4.00

3.  平成22年12月期の業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

第2四半期 
累計期間 1,500 15.3 148 61.7 150 56.4 86 56.0 27.05

通期 3,121 13.0 303 30.8 308 21.6 176 16.4 55.45
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期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（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の
変更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期第1四半期  3,178,100株 21年12月期  3,178,100株

② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  ―株 21年12月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年12月期第1四半期  3,178,100株 21年12月期第1四半期  3,172,100株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  本資料に記載されている業績見通し等の詳細に関する記述は、当社が現在入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、 
  実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性がありますのでご了承ください。 
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当社の当第１四半期会計期間の業績は、下表のとおり、売上高は増収を確保し、各利益段階におきまし

ても増益となりました。 

 
  

(売上高) 

直接販売である一般事業会社チャネルにおきましては、企画提案型営業の強化を図るため、付加価

値の高い集計、分析、レポート作成といった実査以外のサービスの充実や、グループインタビュー、

会場調査などの周辺サービスの提供といったサービスメニューのワンストップ化を行ってまいりまし

た。その結果、新規顧客の開拓が順調に進むとともに、既存顧客に対しても深耕が図れ、厳しい環境

下での増収となりました。 

間接販売である調査会社チャネルや広告代理店チャネルにおきましては、販売単価の下落は見られ

たものの需要の回復による案件数の増加により、若干の増収となりました。 

その結果、当第１四半期会計期間における売上高は、917,729千円（前年同四半期比27.5％増）と

なりました。 

(営業利益) 

当第１四半期会計期間においては、業容拡大に伴う増員による人件費、設備投資による減価償却費

など、中期的な成長を促すための各種経費は増加いたしましたが、前事業年度に引き続きコスト削減

の積極的な取り組みや、売上高の増加により、営業利益は173,117千円（同122.2％増）となりまし

た。 

(経常利益) 

当第１四半期会計期間においては、営業利益の増加、有価証券利息や子会社からの業務受託料の発

生により、経常利益は174,510千円（同116.6％増）となりました。 

(四半期純利益) 

税効果会計適用後の法人税等の負担率は41.05％であり、四半期純利益は102,812千円（同122.9％

増）となりました。 

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期会計期間末の財政状態は、資産については流動資産が1,451,717千円(対前事業年度末

比89,399千円増)となりました。主な項目としては、現金及び預金が345,185千円、受取手形及び売掛

金が539,815千円、有価証券が502,570千円となっております。固定資産は495,700千円(同42,515千円

増)となりました。主な項目としては、ソフトウェアが194,867千円、ソウトウェア仮勘定が69,138千

定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

(単位：千円）

前第１四半期会計期間
（自 平成21年１月１日
  至 平成21年３月31日）

当第１四半期会計期間
（自 平成22年１月１日
  至 平成22年３月31日）

増減額              
（増減率）

売上高 719,776 917,729
+197,953

（+27.5％)

営業利益 77,923 173,117
+95,194

（+122.2％)

経常利益 80,583 174,510
+93,926

（+116.6％)

四半期純利益 46,132 102,812
+56,681

（+122.9％)

2. 財政状態に関する定性的情報
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円、関係会社株式が70,000千円となっております。その結果、総資産は1,947,418千円(同131,914

千円増)となりました。 

負債については流動負債が503,729千円(同29,096千円増)となりました。主な項目としては、買掛

金が330,316千円となっております。 

純資産は1,443,689千円(同102,818千円増)となりました。主な項目としては利益剰余金が 

959,729千円となっております。 

② キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末と比べ84,062千円減少し、

747,164千円となりました。当第１四半期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) 

営業活動による資金の増加は69,028千円となりました。主な要因は、法人税等の支払額65,197千

円、売上債権の増加額77,293千円の減少要因があった一方で、税引前四半期純利益174,420千円の

計上、仕入債務の増加額61,330千円等による増加要因があったことによるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動による資金の減少は153,090千円となりました。主な要因は、有価証券の取得100,612千

円、投資有価証券の取得30,394千円、無形固定資産の取得35,084千円の支出があったことによりま

す。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動による資金の増減はありませんでした。 

  

当第１四半期会計期間までの業績は、同期間における業績予想を若干上回って推移しておりますが、リ

サーチ業界においては、多くの顧客企業の決算月を含む１-３月期、同様に第２四半期決算月を含む７-９

月期、年末商戦を含む10-12月期と比較し、４-６月期は取引量が少なくなるという季節要因があること、

また、一部に景況感の回復は見られるものの、依然として先行き不透明な経済状況であるとの認識のも

と、平成22年２月10日に公表いたしました「平成21年12月期決算短信（非連結）」の業績予想に変更はご

ざいません。 

当社の業績予想は、売上高、経費等の発生につきまして、当社が現在入手可能な情報及び合理的である

と判断する一定の前提に基づき、当該季節要因を反映して作成しており、今後、業績予想に大きな変化が

ある場合には適切に開示してまいります。 

  

3. 業績予想に関する定性的情報

㈱クロス･マーケティング(3629) 平成22年12月期 第１四半期決算短信(非連結)
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期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

㈱クロス･マーケティング(3629) 平成22年12月期 第１四半期決算短信(非連結)
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5. 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成22年３月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 345,185 339,180

受取手形及び売掛金 539,815 462,522

有価証券 502,570 502,046

商品及び製品 1,708 1,803

仕掛品 26,027 22,186

原材料及び貯蔵品 2,300 2,381

前払費用 22,379 15,126

繰延税金資産 12,062 14,801

その他 1,675 4,046

貸倒引当金 △2,003 △1,773

流動資産合計 1,451,717 1,362,318

固定資産

有形固定資産

建物 20,094 20,094

減価償却累計額 △11,142 △10,739

建物（純額） 8,952 9,355

工具、器具及び備品 119,090 119,090

減価償却累計額 △90,845 △88,090

工具、器具及び備品（純額） 28,245 31,000

有形固定資産合計 37,197 40,354

無形固定資産

のれん 1,997 2,130

商標権 466 483

ソフトウエア 194,867 173,925

ソフトウエア仮勘定 69,138 74,006

無形固定資産合計 266,468 250,544

投資その他の資産

投資有価証券 36,638 6,235

関係会社株式 70,000 70,000

関係会社長期貸付金 10,000 13,000

敷金 59,676 59,676

繰延税金資産 15,721 13,376

投資その他の資産合計 192,036 162,287

固定資産合計 495,700 453,185

資産合計 1,947,418 1,815,503
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成22年３月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 330,316 268,986

未払金 44,160 46,516

未払費用 21,969 64,487

未払法人税等 77,087 72,116

未払消費税等 21,581 11,274

前受金 1,260 399

預り金 7,357 10,855

流動負債合計 503,729 474,632

負債合計 503,729 474,632

純資産の部

株主資本

資本金 265,394 265,394

資本剰余金

資本準備金 215,394 215,394

資本剰余金合計 215,394 215,394

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 959,729 856,917

利益剰余金合計 959,729 856,917

株主資本合計 1,440,517 1,337,705

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △25 △30

評価・換算差額等合計 △25 △30

新株予約権 3,196 3,196

純資産合計 1,443,689 1,340,871

負債純資産合計 1,947,418 1,815,503
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(2) 【四半期損益計算書】

 【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年３月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 719,776 917,729

売上原価 453,736 538,921

売上総利益 266,039 378,808

販売費及び一般管理費 188,117 205,691

営業利益 77,923 173,117

営業外収益

受取利息及び配当金 73 129

有価証券利息 529 431

業務受託料 － 600

保険解約返戻金 2,278 －

雑収入 150 233

営業外収益合計 3,030 1,393

営業外費用

支払利息 369 －

営業外費用合計 369 －

経常利益 80,583 174,510

特別損失

固定資産除却損 － 89

特別損失合計 － 89

税引前四半期純利益 80,583 174,420

法人税、住民税及び事業税 19,342 71,219

法人税等調整額 15,110 389

法人税等合計 34,452 71,608

四半期純利益 46,132 102,812
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年３月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 80,583 174,420

減価償却費 12,052 23,312

貸倒引当金の増減額（△は減少） △150 230

受取利息及び受取配当金 △602 △560

支払利息 369 －

固定資産除却損 － 89

売上債権の増減額（△は増加） △74,762 △77,293

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,232 △3,664

仕入債務の増減額（△は減少） 72,652 61,330

その他の流動資産の増減額（△は増加） △5,280 △4,727

その他の流動負債の増減額（△は減少） △19,262 △39,428

その他 △2,278 －

小計 65,555 133,709

利息及び配当金の受取額 602 516

利息の支払額 △278 －

法人税等の支払額 △106,895 △65,197

営業活動によるキャッシュ・フロー △41,016 69,028

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 △10,000 －

定期預金の払戻による収入 － 10,000

有価証券の取得による支出 － △100,612

投資有価証券の取得による支出 － △30,394

無形固定資産の取得による支出 △36,260 △35,084

貸付金の回収による収入 － 3,000

その他 7,470 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △38,790 △153,090

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（△は減少） △50,000 －

長期借入金の返済による支出 △87,500 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △137,500 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △217,306 △84,062

現金及び現金同等物の期首残高 1,037,784 831,226

現金及び現金同等物の四半期末残高 820,478 747,164
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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該当事項はありません。 

6. その他の情報
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