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

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

22年12月期 3,483 26.2 404 74.3 408 61.2 221 45.8
21年12月期 2,761 2.4 232 △41.4 253 △35.7 151 △26.5

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年12月期 69.82 68.45 15.7 20.2 11.6
21年12月期 47.74 46.83 12.0 14.0 8.4

（参考） 持分法投資損益 22年12月期  40百万円 21年12月期  23百万円

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 2,229 1,482 66.4 484.04
21年12月期 1,816 1,341 73.7 420.90

（参考） 自己資本   22年12月期  1,480百万円 21年12月期  1,338百万円

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

22年12月期 378 △589 △71 549
21年12月期 146 △215 △137 831

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―

22年12月期 ― 2.00 ― 3.50 5.50 17 7.9 1.2

23年12月期 
（予想）

― 3.50 ― 3.50 7.00 8.6

3.  23年12月期の業績予想（平成23年1月1日～平成23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）

 

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

2,047 26.2 184 △10.7 188 △10.0 101 △17.6 32.87

通期 4,300 23.4 445 10.1 451 10.6 249 12.6 81.35
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株当たりの当期純利益の算定の基礎となる株式数については、35ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

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  3,197,500株 21年12月期  3,178,100株

② 期末自己株式数 22年12月期  140,500株 21年12月期  ―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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当事業年度は、アジア新興諸国を中心に海外経済の回復による輸出の増加、エコカー減税や家電エコ

ポイントなどの政府の景気政策等に支えられ、企業収益の改善や個人消費の回復傾向が見られました。

一方で、年後半には急激な円高の進行、景気対策効果の一巡や厳しい雇用環境が継続するなど、景気は

依然として厳しい状況で推移いたしました。 

このような経営環境のもと、当社の当事業年度の業績は、下表のとおり、増収増益となり、売上

高、経常利益、当期純利益は過去最高を更新することとなりました。 

                                     (単位：千円) 

 

当事業年度は、当業界において大手ネットリサーチ会社同士の統合による業界再編があり、競合相手

が減少したことや顧客クライアント側でのシェア調整が実施されたことで、当社にとっては受注機会の

増加に繋がることとなりました。 

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、厳しい環境下ではあ

りながら増収となりました。 

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り案件数が増加し増収となりました。 

その結果、当事業年度における売上高は3,483,346千円（前事業年度比26.2％増）となりました。 

当事業年度においては、業容拡大に伴う増員による人件費の増加、設備投資による減価償却費の増加

など、中長期的な成長を促すための政策的な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

削減に積極的に取り組みや、営業利益は403,742千円（同74.3％増）となりました。 

当事業年度においては、自己株式取得費用の発生などの営業外費用が発生いたしましたが、営業利益

の大幅増加により、経常利益は407,648千円（同61.2％増）となりました。 

税効果会計適用後の法人税等の負担率は45.6％に増加いたしました。その結果、当事業年度における

当期純利益は220,788千円（同45.8％増）となりました。 

  次期につきましても景況感の不透明感が漂う中ではありますが、一方では、マーケティングニーズの

復調の兆しも見えております。一般事業会社チャネルにおいては、引き続きネットリサーチに様々なリ

サーチ手法を組み合わせた高品質なワンストップサービスを訴求しつつ、付加価値の高い企画提案型営

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

前事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

増減額 
(増減率)

売上高 2,760,898 3,483,346
+722,448 
(+26.2％)

営業利益 231,679 403,742
+172,062 
(+74.3％)

経常利益 252,872 407,648
+154,775 
(+61.2％)

当期純利益 151,469 220,788
+69,319 

(+45.8％)

(売上高)

(営業利益)

(経常利益)

(当期純利益)

(次期の見通し)
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業を推進し、新規顧客及び既存顧客の深耕に注力していきたいと考えております。調査会社チャネルや

広告代理店チャネルにおきましても売上は回復傾向にあり、次期につきましても引き続き回復傾向が続

くものと見込まれます。 

当社では、増加する顧客ニーズへの対応を行うため営業要員を中心に増員を図り、また、効率良く開

発が実現できる新アンケートシステムのリリースをするなどの施策を実施する予定であります。 

以上により、次期の見通しについては、売上高4,300百万円(前年同期比23.4％増)、営業利益445百万

円(同10.1％増)、経常利益451百万円(同10.6％増)、当期純利益249百万円(同12.6％増)を見込んでおり

ます。 

  

当事業年度末の財政状態は、資産については、流動資産が1,472,117千円(対前事業年度末比

109,799千円増)となりました。これは主に、売掛金が増加したこと、有価証券が減少したことによる

ものであります。主な項目としては、現金及び預金349,081千円、売掛金581,144千円、有価証券

400,508千円となっております。 

固定資産は757,112千円(同303,927千円増)となりました。これは主に、工具、器具及び備品、ソフ

トウェア仮勘定、投資有価証券が増加したことによるものであります。主な項目としては、工具、器

具及び備品79,186千円、ソフトウェア193,250千円、ソウトウェア仮勘定133,005千円、投資有価証券

154,105千円となっております。 

その結果、総資産は2,229,229千円(同413,726千円増)となりました。 

負債については流動負債が746,843千円(同272,210千円増)となりました。これは主に、買掛金、未

払金、未払法人税等が増加したことによるものであります。主な項目としては、買掛金358,291千

円、未払金111,145千円、未払法人税等182,556千円となっております。 

純資産は1,482,387千円(同141,516千円増)となりました。主な項目としては利益剰余金が 

1,071,337千円となっております。 

当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末と比べ282,145千円減少し

549,081千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の

とおりであります。 

営業活動による資金の増加は378,100千円（前年同事業年度比232,572千円増）となりました。主な

要因は、法人税等の支払額111,338千円、売上債権の増加額148,600千円等の減少要因があった一方

で、税引前当期純利益405,671千円の計上、減価償却費108,228千円の計上、仕入債務の増加額89,306

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。 

投資活動による資金の減少は589,036千円（同373,550千円減）となりました。主な要因は、有価証

券の取得301,222千円、投資有価証券の取得148,872千円、無形固定資産の取得164,502千円等の支出

があった一方で、有価証券の売却100,000千円等の収入があったことによります。 

財務活動による資金の減少は71,209千円（同65,391千円増）となりました。主な要因は、自己株式

の取得75,886千円等による支出があったことによるものであります。 

  

(2) 財政状態に関する分析

① 財政状態

② 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)
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１） 平成19年12月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

の自己資本比率は記載しておりません。 

（注２) キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

（注３） 有利子負債は、貸借対照表に計上され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。 

  

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、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。 

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としており、配当の決定機関

は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。尚、当社は、「取締役会の決議によって毎

年６月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、金銭による剰余金

の配当ができる」旨を定款に定めております。 

この基本方針に基づき、当期の配当につきましては、創業以来初めての配当として中間配当を１株当

たり２円を実施いたしました。期末配当は、１株当たり２円を当初予想しておりましたが、当初予想を

上回る業績となったため、１株当たり3.5円と増配いたします。当期の配当性向は7.9％でありますが、

中期的には配当性向20％を目安に漸進的に引き上げる予定であります。 

また、当期におきましては、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を実施し株主還元を図るた

め、自己株式75,886千円の取得を行っております。 

尚、次期の配当見通しにつきましては、安定的な配当の継続を鑑み、１株当たり７円の配当(うち、

中間配当3.5円、期末配当3.5円)を予定させていただきます。ただし、事業環境の変化、キャッシュ・

フローの状況等によっては配当を行えない可能性があります。 

  

以下において、当社の事業展開上の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。 

  

  当社は、平成22年12月期における売上高の概ね全て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

平成19年12月期 平成20年12月期 平成21年12月期 平成22年12月期

自己資本比率(％) 52.4 65.8 73.7 66.4

時価ベースの自己資本比率(％) ― 66.7 55.0 128.8

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率(％)

150.7 50.1 0 2.1

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ(％)

23.8 83.0 522.7 7,633.6

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク

①特定事業への依存について
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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。 

当社の平成22年12月期における顧客別売上高は、上位１社で18.7％を占めております。当該取引先

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

同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。 

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。 

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、登録者の増加を図っております。今

後、大規模アンケートや調査対象項目に該当する者が少ない特別な調査案件の受注が増加していく場

合、上記２社及びパネルミックスを通じて得られる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。 

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。 

ネットリサーチ業界は、調査案件の大型化や価格競争の激化に対応するため、M&Aを含めた事業者

の統合、淘汰が進行しております。その為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。 

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、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  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に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

②特定顧客への依存

③登録モニターの活用について

④登録モニターの確保について

⑤ネットリサーチ市場の成長について

⑥ネットリサーチ業界の競争構造について

⑦個人情報の流出の可能性及び影響について

⑧システム障害について
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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、当社の業績に重大な影響を及ぼす可

能性があります。 

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。 

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、及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、当社の事業の成長が阻害される可能性が

あります。 

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、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、当期においては創業以来初めての配当を実施いたしました。 

しかし、本リスク情報に記載のない事項を含め、事業環境の変化、キャッシュ・フローの状況等に

より、当社の業績が悪化した場合には、継続的に配当を行えない可能性があります。 

⑨システム開発について

⑩人材確保について

⑪配当政策について
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当社グループは、当社(㈱クロス・マーケティング)及び子会社２社(㈱リサーチアンドサーベイ、イーシー

リサーチ㈱)、関連会社１社(㈱リサーチパネル)の計４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。 

一般事業会社、学校、官公庁などは、「自社の商品の位置づけ」、「広告・キャンペーンの効果」、「新

商品のニーズ」、「商品・サービスに対する満足度」など、一般消費者の行動や意識の実態・変化を適格に

捉えるために、市場調査活動を行うことがあり、その市場調査には、訪問、郵送、電話、会場テスト、グル

ープ・インタビュー等の様々な手法があります。当社では、一般事業会社等や調査会社・コンサルティング

会社・広告代理店からの調査依頼に基づき調査回答者のデータ収集をインターネットで行うインターネット

調査を中心に市場調査を行い、その調査結果を顧客に提供することを事業としております。当社のネットリ

サーチ事業を系統図によって示すと以下のとおりであります。 

  
 

  
(注) 当社では、子会社の資産、売上高等から見て、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨

げない程度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成しておりません。 

2. 企業集団の状況
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当社は、このたび会社創業時に立ち戻り、あらためて当社の原点かつ究極的に目指す姿である「事業

創造」を経営理念として掲げております。ネットリサーチ事業周辺の新しいサービスメニューの開発・

提供や、ネットリサーチ以外の新しいビジネスモデルの創造を行ってまいります。 

そのため、社員一人一人には３つの価値観の共有を徹底し行動してまいります。 

①ポジティブネス  制約にとらわれず可能性を信じる。 

②イマジネーション 何が求められているかを真剣に想像する。 

③リーダーシップ  率先してやり抜く。 

そして、顧客、株主、従業員、社会などあらゆるステークホルダーから常に信頼される経営を行い、

持続的な成長をし続けることによって、広く社会に貢献する事業やサービスを創造する企業を目指しま

す。 

 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、経常利益率をも意識した経営に

取り組んでまいります。 

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

まいりました。 

当社の中長期的な経営戦略としては、ネットリサーチ領域で培ってきた「品質」を活かし、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や、ネットリサーチ業界で培ってきた「ノウハ

ウ」を活用した新しいビジネスモデルでマーケティングリサーチ業界以外の業界に参入することによ

り、企業価値を高めてまいります。 

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。当社が今後も更なる成長を遂げるためには、営業力、企画力、構想力、統計知識などさまざまな

能力を有する優秀な人材を確保し、育成していくことが急務であると考えております。 

人材の採用については、優秀な即戦力を確保するため、中途採用を積極的に行ってまいります。さ

らに人材の育成については、スキルアップのための全社員に対するマーケティングに関する研修の実

施や、各部門において必要な専門的な研修を引き続き実施してまいります。また、人事評価制度や給

与制度を当社の組織規模に合わせて適宜見直しすることで、社員のモチベーションの向上を図ってま

いります。 

  当社は、顧客からのインターネット調査の依頼に対して調査企画を行い、モニターがWeb上で回答

できるようにアンケート回答画面の設計・開発をしております。アンケート回答画面の設計・開発に

対しては、一定の教育期間が必要であり、技術スキルの要求される作業となっております。一方、受

注する案件は年間での季節変動要因だけでなく月内でも繁閑の差があり、作業の平準化や効率的な運

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題   

①人材の確保、育成 

②アンケート画面開発システムの高度化
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用が重要であると認識しております。 

これに対応するために、現在開発中のアンケート回答画面の開発が簡単に操作できる「新アンケー

トシステム」の運用を開始することで、作業の簡素化、人員稼働率の向上、増大する案件への対応に

よる機会損失防止を図ってまいります。 
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4.【財務諸表】

 (1)【貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度

(平成21年12月31日)

当事業年度

(平成22年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 339,180 349,081

受取手形 46,239 29,547

売掛金 416,283 ※1 581,144

有価証券 502,046 400,508

商品及び製品 1,803 －

仕掛品 22,186 44,642

貯蔵品 2,381 1,628

前払費用 15,126 18,384

繰延税金資産 14,801 36,446

その他 4,046 11,108

貸倒引当金 △1,773 △370

流動資産合計 1,362,318 1,472,117

固定資産

有形固定資産

建物 20,094 30,669

減価償却累計額 △10,739 △13,356

建物（純額） 9,355 17,313

工具、器具及び備品 119,090 177,413

減価償却累計額 △88,090 △98,227

工具、器具及び備品（純額） 31,000 79,186

有形固定資産合計 40,354 96,500

無形固定資産

のれん 2,130 －

商標権 483 416

ソフトウエア 173,925 193,250

ソフトウエア仮勘定 74,006 133,005

無形固定資産合計 250,544 326,671

投資その他の資産

投資有価証券 6,235 154,105

関係会社株式 70,000 70,000

関係会社長期貸付金 13,000 －

敷金 59,676 82,820

繰延税金資産 13,376 27,016

その他 － 431

貸倒引当金 － △431

投資その他の資産合計 162,287 333,941

固定資産合計 453,185 757,112

資産合計 1,815,503 2,229,229
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（単位：千円）

前事業年度

(平成21年12月31日)

当事業年度

(平成22年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 ※1 268,986 ※1 358,291

短期借入金 － 8,000

未払金 46,516 111,145

未払費用 64,487 43,336

未払法人税等 72,116 182,556

未払消費税等 11,274 29,622

前受金 399 －

預り金 10,855 －

その他 － 13,893

流動負債合計 474,632 746,843

負債合計 474,632 746,843

純資産の部

株主資本

資本金 265,394 267,112

資本剰余金

資本準備金 215,394 217,112

資本剰余金合計 215,394 217,112

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 856,917 1,071,337

利益剰余金合計 856,917 1,071,337

自己株式 － △75,886

株主資本合計 1,337,705 1,479,674

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △30 41

評価・換算差額等合計 △30 41

新株予約権 3,196 2,671

純資産合計 1,340,871 1,482,387

負債純資産合計 1,815,503 2,229,229
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 (2)【損益計算書】

（単位：千円）

前事業年度
（自 平成21年１月１日

  至 平成21年12月31日）

当事業年度
（自 平成22年１月１日

  至 平成22年12月31日）

売上高 2,760,898 3,483,346

売上原価 ※1 1,718,199 ※1 2,054,575

売上総利益 1,042,698 1,428,771

販売費及び一般管理費 ※2, ※3 811,019 ※2, ※3 1,025,029

営業利益 231,679 403,742

営業外収益

受取利息及び配当金 ※1 12,314 339

有価証券利息 2,812 2,267

業務受託料 ※1 3,397 ※1 2,400

保険解約返戻金 2,278 －

貸倒引当金戻入額 493 972

その他 272 238

営業外収益合計 21,566 6,216

営業外費用

支払利息 369 63

自己株式取得費用 － 2,198

その他 4 49

営業外費用合計 373 2,310

経常利益 252,872 407,648

特別損失

固定資産除却損 ※4 3,421 ※4 1,077

投資有価証券評価損 － 900

特別損失合計 3,421 1,977

税引前当期純利益 249,451 405,671

法人税、住民税及び事業税 94,660 220,217

法人税等調整額 3,323 △35,334

法人税等合計 97,982 184,883

当期純利益 151,469 220,788
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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21年１月１日

  至 平成21年12月31日）

当事業年度
（自 平成22年１月１日

  至 平成22年12月31日）

株主資本

資本金

前期末残高 264,888 265,394

当期変動額

新株の発行 507 1,718

当期変動額合計 507 1,718

当期末残高 265,394 267,112

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 214,888 215,394

当期変動額

新株の発行 507 1,718

当期変動額合計 507 1,718

当期末残高 215,394 217,112

資本剰余金合計

前期末残高 214,888 215,394

当期変動額

新株の発行 507 1,718

当期変動額合計 507 1,718

当期末残高 215,394 217,112

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 705,448 856,917

当期変動額

剰余金の配当 － △6,368

当期純利益 151,469 220,788

当期変動額合計 151,469 214,420

当期末残高 856,917 1,071,337

利益剰余金合計

前期末残高 705,448 856,917

当期変動額

剰余金の配当 － △6,368

当期純利益 151,469 220,788

当期変動額合計 151,469 214,420

当期末残高 856,917 1,071,337

自己株式

前期末残高 － －

当期変動額

自己株式の取得 － △75,886

当期変動額合計 － △75,886

当期末残高 － △75,886
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（単位：千円）

前事業年度
（自 平成21年１月１日

  至 平成21年12月31日）

当事業年度
（自 平成22年１月１日

  至 平成22年12月31日）

株主資本合計

前期末残高 1,185,223 1,337,705

当期変動額

新株の発行 1,013 3,435

剰余金の配当 － △6,368

当期純利益 151,469 220,788

自己株式の取得 － △75,886

当期変動額合計 152,482 141,969

当期末残高 1,337,705 1,479,674

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △23 △30

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△7 72

当期変動額合計 △7 72

当期末残高 △30 41

評価・換算差額等合計

前期末残高 △23 △30

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△7 72

当期変動額合計 △7 72

当期末残高 △30 41

新株予約権

前期末残高 3,310 3,196

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △113 △525

当期変動額合計 △113 △525

当期末残高 3,196 2,671

純資産合計

前期末残高 1,188,510 1,340,871

当期変動額

新株の発行 1,013 3,435

剰余金の配当 － △6,368

当期純利益 151,469 220,788

自己株式の取得 － △75,886

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △121 △453

当期変動額合計 152,361 141,516

当期末残高 1,340,871 1,482,387
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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21年１月１日

  至 平成21年12月31日）

当事業年度
（自 平成22年１月１日

  至 平成22年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 249,451 405,671

減価償却費 66,103 108,228

貸倒引当金の増減額（△は減少） △493 △972

受取利息及び受取配当金 △15,127 △2,606

支払利息 369 63

固定資産除却損 3,421 1,077

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） － 900

売上債権の増減額（△は増加） △84,530 △148,600

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,130 △19,899

仕入債務の増減額（△は減少） 50,343 89,306

その他の流動資産の増減額（△は増加） △1,850 △4,536

その他の流動負債の増減額（△は減少） 6,581 58,650

その他 △2,352 －

小計 266,787 487,281

利息及び配当金の受取額 15,127 2,206

利息の支払額 △278 △50

法人税等の支払額 △136,107 △111,338

営業活動によるキャッシュ・フロー 145,528 378,100

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 △20,000 －

定期預金の払戻による収入 10,000 10,000

有価証券の取得による支出 － △301,222

有価証券の売却による収入 － 100,000

投資有価証券の取得による支出 △6,139 △148,872

関係会社株式の取得による支出 △10,000 －

有形固定資産の取得による支出 △1,332 △70,297

無形固定資産の取得による支出 △191,036 △164,502

貸付けによる支出 △13,000 －

貸付金の回収による収入 － 9,000

その他 16,020 △23,144

投資活動によるキャッシュ・フロー △215,486 △589,036

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 8,000

長期借入金の返済による支出 △87,500 －

株式の発行による収入 900 2,910

自己株式の取得による支出 － △75,886

配当金の支払額 － △6,233

財務活動によるキャッシュ・フロー △136,600 △71,209

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △206,558 △282,145

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期末残高 ※ 831,226 ※ 549,081
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該当事項はありません。 

  

  

 

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

――――

 

 

(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) 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。

(2) 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。

(3) 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)商品及び製品

  移動平均法による原価法(貸借対

照表価額については収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法)を採用し

ております。

(1)商品及び製品

同左

(2) 仕掛品

  個別法による原価法(貸借対照表

価額については収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法)を採用してお

ります。

(2) 仕掛品

同左

(3) 貯蔵品

  最終仕入原価法を採用しておりま
す。

(会計方針の変更)
  通常の販売目的で保有するたな卸
資産については、従来、主として個
別法による原価法によっておりまし
たが、当事業年度より「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）が
適用されたことに伴い、主として個
別法による原価法（貸借対照表価額
については収益性の低下に基づく簿
価切下げの方法）により算定してお
ります。

  これによる損益に与える影響は軽
微であります。

(3) 貯蔵品

同左

３．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。

  なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。

  建物        ８年～18年  

  工具、器具及び備品 ２年～15年  

(1) 有形固定資産

同左

(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。

(2) 無形固定資産

同左
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項目
前事業年度

(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

  債権の貸倒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

５．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

(7)【重要な会計方針の変更】

前事業年度 
(平成21年12月31日)

当事業年度 
(平成22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、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、当事業年度より、「リース取引

に関する会計基準」(企業会計第13号(平成５年６月17

日(企業審議会第一部会)、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

会計基準適用指針第16号(平成６年１月18日(日本公認

会計士協会 会計制度委員会)、平成19年３月30日改

正))が適用されたことに伴い、通常の売買取引に係る

方法に準じた会計処理をすることとしております。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する

こととしております。

   なお、リース取引開始日がリース取引会計基準適用

初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取

引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理を適用しております。

   これによる当事業年度の損益に与える影響はありま

せん。

――――

(8)【表示方法の変更】

前事業年度 
(平成21年12月31日)

当事業年度 
(平成22年12月31日)

――――― (貸借対照表)

   前事業年度まで区分掲記しておりました「前受金」

及び「預り金」は、資産の総額の100分の１以下である

ため、当事業年度より流動負債の「その他」に含めて

表示しております。

   なお、当事業年度末の「前受金」「預り金」は、そ

れぞれ928千円、12,803千円であります。
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(9)【財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成21年12月31日)

当事業年度 
(平成22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。

流動負債

 買掛金 239,942千円

 

※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。

流動資産

 売掛金 4,505千円

流動負債

 買掛金 304,005千円

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

 

※１．関係会社項目

   関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

外注費支払 915,930千円

受取配当金 12,000千円

業務受託料 3,397千円
 

※１．関係会社項目

   関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

外注費支払 1,001,366千円

業務受託料 2,400千円

 

※２．販売費に関する費用のおおよその割合は47％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は53％であ

ります。

   主な費目及び金額は次のとおりであります。

販売促進費 56,472千円

役員報酬 90,565千円

給与賞与 365,064千円

法定福利費 48,652千円

減価償却費 13,496千円
 

※２．販売費に関する費用のおおよその割合は50％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は50％であ

ります。

   主な費目及び金額は次のとおりであります。

販売促進費 132,201千円

役員報酬 92,513千円

給与賞与 434,070千円

法定福利費 61,150千円

減価償却費 4,876千円

 

※３．研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費 7,854千円
 

※３．研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費 8,908千円

 

※４．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物 818千円

ソフトウェア 2,603千円

 計 3,421千円
 

※４．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

工具、器具及び備品 201千円

ソフトウェア 876千円

 計 1,077千円
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前事業年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日) 

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 

 
(注) 普通株式の増加は、すべて新株予約権の行使によるものとなります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 
  

３．配当に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成22年１月１日 至 平成22年12月31日) 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(注1) 普通株式の増加は、すべて新株予約権の行使によるものであります。 

(注2) 自己株式の増加は、すべて取締役会決議による自己株式取得によるものであります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 
  

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度末株式数 
(株)

当事業年度増加株式数 
(株)

当事業年度減少株式数 
(株)

当事業年度末株式数 
(株)

発行済株式

 普通株式(注) 3,172,100 6,000 ― 3,178,100

自己株式

 普通株式 ― ― ― ―

新株予約権の内訳
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

ストック・オプション 
としての新株予約権

― ― ― ― ― 3,196

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1) 3,178,100 19,400 ― 3,197,500

自己株式

 普通株式(注2) ― 140,500 ― 140,500

新株予約権の内訳
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

ストック・オプション 
としての新株予約権

― ― ― ― ― 2,671

㈱クロス･マーケティング(3629) 平成22年12月期 決算短信(非連結)

20



 

  
３．配当に関する事項 

 
  

 
  

  

  

 
  

（１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成22年８月５日
取締役会決議

普通株式 6,368 2.00 平成22年６月30日 平成22年９月13日

（２）基準日が当会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(千円)

１株当たり配
当額(円)

基準日 効力発生日

平成23年３月25日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 10,700 3.50 平成22年12月31日 平成23年３月28日

(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

 

※ 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21年12月31日現在)

現金及び預金勘定 339,180千円

有価証券勘定 502,046千円

   計 841,226千円

預入期間３か月超の定期預金 △10,000千円

現金及び現金同等物 831,226千円
  

※ 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22年12月31日現在)

現金及び預金勘定 349,081千円

有価証券勘定 400,508千円

   計 749,589千円
投資期間が３か月を超える有価
証券

△200,508千円

現金及び現金同等物 549,081千円
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(リース取引関係)

前事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引

リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権

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

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)

期末残高 
相当額 
(千円)

工具、器具及
び備品

3,348 1,395 1,953

  

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、器具及
び備品

3,348 2,065 1,283

 

２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 669千円

１年超 1,354千円

合計 2,022千円
 

２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 694千円

１年超 660千円

合計 1,354千円

 

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 2,401千円

減価償却費相当額 2,285千円

支払利息相当額 98千円
 

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 733千円

減価償却費相当額 670千円

支払利息相当額 65千円

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

６．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。

６．減損損失について

同左
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 １．金融商品の状況に関する事項 

当社は、資金運用については、一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また資金調達につい

ては、必要に応じて銀行借入等により調達することとしております。 

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。 

有価証券及び投資有価証券は、関係会社株式及び業務上の関係を有する企業の株式並びに余資運用の

債券であり、投資先企業の信用リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。 

敷金は、主に本社事務所の敷金であり、貸主の信用リスクに晒されております。 

営業債務である買掛金、その他の金銭債務である未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等

は、そのほとんどが１年以内の支払期日であり、流動性リスクに晒されております。 

短期借入金は、全額が関係会社からのものであります。 

①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理 

当社は、与信管理規程に従い、営業債権について、取引先の状況を把握し取引相手ごとに期日及び残

高の管理を行っております。 

投資先企業の有価証券については、定期的に時価や財務状況等の把握を行っております。 

余資運用の債券については、取締役会で基本方針を承認し、格付けの高い債券のみを対象としている

ため、信用リスクは僅少であります。 

敷金は、預託先の信用状況を把握し、残高管理を行っております。 

②市場リスク(市場価格及び金利等の変動リスク)の管理 

投資先企業の有価証券については、定期的に時価や財務状況等の把握を行っております。 

余資運用の債券については、取締役会で基本方針を承認し、格付けの高い債券のみを対象としている

ため、市場リスクは僅少であります。 

③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理 

当社では、財務経理グループで必要に応じて資金繰計画を作成するとともに、手許流動性を常時把握

し流動性リスクを管理しております。 

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

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

を採用することにより、当該価額が変動することがあります。 

  

(金融商品関係)

(1)金融商品に対する取組方針

(2)金融商品の内容及びそのリスク

(3)金融商品に係るリスク管理体制

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
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 ２．金融商品の時価等に関する事項 

平成22年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

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

２)を参照ください。)。 

 
(注)１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項 

資産 

(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金 

これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。 

(3)有価証券及び投資有価証券 

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関から呈示された価格によっ

ております。 

(4)敷金 

各契約ごとに、回収可能性を反映した将来キャッシュ・フローを償還予定期間に対応した国債の利回り等適

切な指標の利率で割り引いた現在価値により算定しております。 

負債 

(1)買掛金、(2)短期借入金、(3)未払金、(4)未払費用、(5)未払法人税等、(6)未払消費税等 

これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。 

(注)２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

 
※1 これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3)有価証券及び投資有価証券」には

含めておりません。 

※2 これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。 

貸借対照表計上額
(千円)

時価
(千円)

差額
(千円)

(1)現金及び預金 349,081 349,081 ―

(2)受取手形及び売掛金 610,691 610,691 ―

(3)有価証券及び投資有価証券

 ①満期保有目的の債券 301,386 300,521 △865

 ②その他有価証券 200,824 200,824 ―

(4)敷金 82,820 76,039 △6,781

 資産計 1,544,802 1,537,156 △7,646

(1)買掛金 358,291 358,291 ―

(2)短期借入金 8,000 8,000 ―

(3)未払金 111,145 111,145 ―

(4)未払費用 43,336 43,336 ―

(5)未払法人税等 182,556 182,556 ―

(6)未払消費税等 29,622 29,622 ―

 負債計 732,949 732,949 ―

区 分 貸借対照表計上額(千円)

非上場株式(※1) 52,403

関係会社株式(※2) 70,000

㈱クロス･マーケティング(3629) 平成22年12月期 決算短信(非連結)

24



 

  
(注)３．金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額 

 
  

（追加情報） 

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び

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

適用しております。 

１年以内        
(千円)

１年超５年以内
(千円)

５年超10年以内
(千円)

10年超     
(千円)

(1)現金及び預金 349,081 ― ― ―

(2)受取手形及び売掛金 610,691 ― ― ―

(3)有価証券及び投資有価証券

 ①満期保有目的の債券 200,508 100,878 ― ―

 ②その他有価証券 200,000 ― ― ―

(4)敷金 ― ― 82,820 ―

 合計 1,360,280 100,878 82,820 ―
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 前事業年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日) 

 
  

 
(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。 

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。 

  

 
  

(有価証券関係)

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

区分 種類

前事業年度 
(平成21年12月31日)

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原価を超えないもの ＣＰ ― ― ―

合計 ― ― ―

２．その他有価証券で時価のあるもの

区分 種類

前事業年度 
(平成21年12月31日)

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原価を超えないもの 株式 386 335 △51

合計 386 335 △51

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

区分

前事業年度 
(平成21年12月31日)

貸借対照表計上額(千円)

(1) 子会社株式及び関連会社株式

  子会社株式 10,000

  関連会社株式 60,000

  合計 70,000

(2) その他有価証券

  非上場株式 900

  非上場債券 5,000

  追加型公社債投資信託受益証券 202,046

  金銭信託 300,000

  合計 507,946
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関係会社株式(貸借対照表計上額70,000千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困

難と認められることから、記載しておりません。 

  

 
(注)非上場株式(貸借対照表計上額52,403千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と

認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

  

損益の金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

４．満期保有目的の債券の今後の償還予定額

区分

前事業年度 
(平成21年12月31日)

１年以内(千円)

 債券

  ＣＰ ―

当事業年度(平成22年12月31日)

１．満期保有目的の債券

区分 種類
貸借対照表計上額 

(千円)
時価 
(千円)

差額 
(千円)

貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの
公社債 301,386 300,521 △865

合計 301,386 300,521 △865

２．関係会社株式

３．その他有価証券

区分 種類
貸借対照表計上額 

(千円)
時価 
(千円)

差額 
(千円)

貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの

株式 824 824 ―

小計 824 824 ―

貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの

その他 200,000 200,000 ―

小計 200,000 200,000 ―

合計 200,824 200,824 ―

３．当事業年度中に売却した満期保有目的の債券(自 平成22年１月１日 至 平成22年12月31日)

㈱クロス･マーケティング(3629) 平成22年12月期 決算短信(非連結)

27



 

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。 

  

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。 

  

  

  

 
(注)持分法を適用する関連会社からの受取配当金12,000千円を当期の収益として計上しております。 

  

  

 
  

(デリバティブ取引関係)

前事業年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日)

当事業年度(自 平成22年１月１日 至 平成22年12月31日)

(持分法投資損益等)

前事業年度(自 平成21年１月１日 至 平成21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) 108,566

持分法を適用した場合の投資利益の金額(千円) 22,552

当事業年度(自 平成22年１月１日 至 平成22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) 148,538

持分法を適用した場合の投資利益の金額(千円) 39,972
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前事業年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日) 

（追加情報） 

当事業年度より、「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「関連当時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。 

なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 

  

 
(注)１．取引条件及び取引条件の決定方針等 

該当会社の取引金額は、業務内容を勘案し両社合意の上、決定しております。 

２．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

  

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

当社は、親会社はありません。 

  

当事業年度において、重要な関連会社は(株)リサーチパネルであり、その要約財務情報は以下のとお

りであります。 

 
  

(関連当事者情報)

１ 関連当事者との取引

財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(千円)

事業の内容 
又は職業

議決権等 
の所有 
(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)

関連会
社

㈱リサーチパ
ネル

東京都 
渋谷区

75,000
ネット 
リサーチ 
事業

（所有） 
直接40.0

モニターの
獲得・管理 
役員の兼任

リサーチ 
外注費 
(注)１

915,930 買掛金 239,942

(1) 親会社情報

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

(株)リサーチパネル

流動資産合計 497,805千円

固定資産合計 6,268千円

流動負債合計 218,877千円

純資産合計 285,195千円

売上高 1,023,520千円

税引前当期純利益 100,358千円

当期純利益 58,940千円
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当事業年度(自 平成22年１月１日 至 平成22年12月31日) 

 
(注)１．取引条件及び取引条件の決定方針等 

該当会社の取引金額は、業務内容を勘案し両社合意の上、決定しております。 

２．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

  

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

当社は、親会社はありません。 

  

当事業年度において、重要な関連会社は(株)リサーチパネルであり、その要約財務情報は以下のとお

りであります。 

 
  

１ 関連当事者との取引

財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(千円)

事業の内容 
又は職業

議決権等 
の所有 
(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)

関連会
社

㈱リサーチパ
ネル

東京都 
渋谷区

75,000
ネット 
リサーチ 
事業

（所有） 
直接40.0

モニターの
獲得・管理 
役員の兼任

外注費 
(注)１

1,001,366 買掛金 304,005

(1) 親会社情報

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

(株)リサーチパネル

流動資産合計 637,415千円

固定資産合計 7,651千円

流動負債合計 287,378千円

純資産合計 357,687千円

売上高 1,192,792千円

税引前当期純利益 175,534千円

当期純利益 102,491千円
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当社は、退職給付制度を採用しておりませんので、該当事項はありません。 

  

当社は、退職給付制度を採用しておりませんので、該当事項はありません。 

  

(税効果会計関係)

前事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産(流動)

 未払事業税 5,936千円

 その他 8,865千円

繰延税金資産(流動)計 14,801千円

繰延税金資産(固定)     

 減価償却費 10,681千円

 その他 2,695千円

繰延税金資産(固定)計 13,376千円
 

 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産(流動)

 未払事業税 12,854千円

 その他 23,592千円

繰延税金資産(流動)計 36,446千円

繰延税金資産(固定)     

 減価償却費 23,193千円

 その他 3,851千円

繰延税金資産(固定)計 27,044千円

繰延税金負債(固定)

 その他有価証券評価差額金 △28千円

繰延税金負債(固定)計 △28千円

繰延税金資産の純額 63,462千円
 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との差異が法定実行税率の百分の五以下であるため
注記を省略しております。

 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

 (調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.2％

留保金課税 3.3％

その他 0.4％

税効果会計適用後の法人税率等の負担率 45.6％

(退職給付関係)

前事業年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日)

当事業年度(自 平成22年１月１日 至 平成22年12月31日)
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  該当事項はありません。 

  

 
(注) 平成20年４月18日付けで株式１株を100株にする株式分割をしており、記載内容は調整後の内容を株式数に換算

して記載しております。 

  

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。 

 
(注) 平成20年４月18日付けで株式１株を100株にする株式分割をしており、記載内容は調整後の内容を株式数に換算

して記載しております。 

  

(ストック・オプション等関係)

前事業年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日)

１．ストック・オプションに係る当事業年度における費用計上額及び科目名

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

第１回新株予約権 第２回新株予約権

付与対象者の区分及び人数 当社従業員 57名
当社取締役  ２名 
当社従業員 78名

ストック・オプション数(注) 普通株式 35,600株 普通株式 99,400株

付与日 平成18年４月17日 平成18年12月26日

権利確定条件
権利行使時において、当社または当社
子会社の取締役または使用人の何れか
の地位を有している場合に限る。

同左

対象勤務期間 規定はありません。 同左

権利行使期間
平成20年４月18日から 
平成24年４月17日まで

平成21年１月１日から 
平成24年12月31日まで

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

① ストック・オプションの数

第１回新株予約権 第２回新株予約権

権利確定前       (株)

 前事業年度末 － 78,800

 付与 － －

 失効 － －

 権利確定 － 78,800

 未確定残 － －

権利確定後       (株)

 前事業年度末 26,000 －

 権利確定 － 78,800

 権利行使 3,300 2,700

 失効 － －

 未行使残 22,700 76,100
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(注) 平成20年４月18日付けで株式１株を100株にする株式分割をしており、記載内容は調整後の内容を株式数に換算

して記載しております。 

  

 基本的には、将来の失効数の見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採

用しております。 

  

 当事業年度末におけるストック・オプションの本源的価値の合計は12,480千円であります。ま

た、当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値

の合計額は446千円であります。 

  

  該当事項はありません。 

  

 
(注) 平成20年４月18日付けで株式１株を100株にする株式分割をしており、記載内容は調整後の内容を株式数に換算

して記載しております。 

② 単価情報

第１回新株予約権 第２回新株予約権

権利行使価格      (円) 150 150

行使時平均株価     (円) 299 315

公正な評価単価(付与日) (円) ― 42

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

４．ストック・オプションの本源的価値の合計額

当事業年度(自 平成22年１月１日 至 平成22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

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

第１回新株予約権 第２回新株予約権

付与対象者の区分及び人数 当社従業員 57名
当社取締役  ２名 
当社従業員 78名

ストック・オプション数(注) 普通株式 35,600株 普通株式 99,400株

付与日 平成18年４月17日 平成18年12月26日

権利確定条件
権利行使時において、当社または当社
子会社の取締役または使用人の何れか
の地位を有している場合に限る。

同左

対象勤務期間 規定はありません。 同左

権利行使期間
平成20年４月18日から 
平成24年４月17日まで

平成21年１月１日から 
平成24年12月31日まで
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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。 

 
(注) 平成20年４月18日付けで株式１株を100株にする株式分割をしており、記載内容は調整後の内容を株式数に換算

して記載しております。 

  

 
(注) 平成20年４月18日付けで株式１株を100株にする株式分割をしており、記載内容は調整後の内容を株式数に換算

して記載しております。 

  

 基本的には、将来の失効数の見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採

用しております。 

  

 当事業年度末におけるストック・オプションの本源的価値の合計は50,180千円であります。ま

た、当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値

の合計額は5,413千円であります。 

  

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

① ストック・オプションの数

第１回新株予約権 第２回新株予約権

権利確定後       (株)

 前事業年度末 22,700 76,100

 権利確定 ― ―

 権利行使 6,900 12,500

 失効 ― ―

 未行使残 15,800 63,600

② 単価情報

第１回新株予約権 第２回新株予約権

権利行使価格      (円) 150 150

行使時平均株価     (円) 605 583

公正な評価単価(付与日) (円) ― 42

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

４．ストック・オプションの本源的価値の合計額
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(注) １株当たり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。 

 
  

  

  該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

 
１株当たり純資産額 420.90円

 
１株当たり純資産額 484.04円

 
１株当たり当期純利益金額 47.74円

 
１株当たり当期純利益金額 69.82円

 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額

46.83円

 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額

68.45円

前事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益(千円) 151,469 220,788

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 151,469 220,788

期中平均株式数(千株) 3,173 3,162

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額(千円) ― ―

普通株式増加数(千株) 62 63

(うち新株予約権) (62) (63)

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めなかった潜在株式
の概要

―――――― 
  
 

―――――― 
  
 

(重要な後発事象)

5. その他

(1) 役員の異動
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