
 

 

 

   

 

 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有 
四半期決算説明会開催の有無    ： 無 

  

 

   

 

 
  

 
 (注) 平成23年12月期第３四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成22年12月期第３四半期の数値及び

対前年四半期増減率については、記載しておりません。 

  

   

 

 
 (注) 平成23年12月期第３四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成22年12月期の数値については、記

載しておりません。 

  

  

 
(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

  

 

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 有 

 ※ 平成23年12月期第３四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、対前期増減率については、記載してお

りません。 
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(百万円未満四捨五入)

1. 平成23年12月期第３四半期の連結業績（平成23年1月1日～平成23年9月30日）

 (1) 連結経営成績(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 ％

23年12月期第３四半期 3,086 ― 323 ― 412 ― 264 ―
22年12月期第３四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

23年12月期第３四半期 86.32 85.03
22年12月期第３四半期 ― ―

 (2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

23年12月期第３四半期 2,682 1,816 67.0 591.23
22年12月期 ― ― ― ―

(参考) 自己資本 23年12月期第３四半期 1,797百万円 22年12月期 ― 百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年12月期 ― ― 2 00 ― ― 3 50 5 50

23年12月期 ― ― 3 50 ― ―

23年12月期(予想) 3 50 7 00

3. 平成23年12月期の連結業績予想（平成23年1月1日～平成23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 4,500 ― 470 ― 580 ― 360 ― 117 61

guest_gs
スタンプ



  

 
(注1) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(注2) なお、特定子会社の異動には該当いたしませんが、株式会社クロス・コミュニケーション(旧社名:株式会社

リサーチアンドサ－ベイ)を当第３四半期より連結子会社としております。 

 
(注) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

 
(注) 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成

に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

  

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的

であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性が

あります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半

期決算短信【添付資料】P.3「1.当四半期の連結業績等に関する定性的情報(3)連結業績予想に関する定

性的情報」をご覧ください。 

・当社は、当第３四半期連結会計期間に子会社の重要性が増加したことにより連結の範囲に含めることと

したため、当第３四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しております。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.4「2.その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規  ―社 (          )、除外 ―社(          )

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年12月期３Ｑ 3,235,900株 22年12月期 3,197,500株

② 期末自己株式数 23年12月期３Ｑ  166,076株 22年12月期 140,500株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期３Ｑ 3,057,858株 22年12月期３Ｑ 3,180,619株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第３四半期連結会計期間において、子会社である株式会社クロス・コミュニケーション（旧社名:株

式会社リサーチアンドサーベイ）が平成23年８月１日付けで株式会社インデックスより「モバイル向けソ

リューション事業の一部」を譲り受けたことにより、株式会社クロス・コミュニケーションの重要性が増

加したため連結の範囲に含めることとし、当第３四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成する

こととなりました。 

また、今回の事業譲受けに併せて、種類別セグメント及び事業の名称の見直しを実施し、下記のとおり

変更しております。変更の内容については、「３.四半期連結財務諸表 (5)セグメント情報」に記載のと

おりであります。 
  

 
  

当社の財政状態及び経営成績の分析は、以下のとおりであります。なお、文中における将来に関する事

項は、現在入手可能な情報に基づいて当社が判断したものであります。 

  

当社の当第３四半期連結累計期間の業績は、下表のとおりとなりました。 

                                    (単位：千円) 

 
（注）当第３四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、前第３四半期連結累計期間に

代わって前第３四半期累計期間を記載しております。 

  

売上高につきましては、前事業年度までに強化・拡充を図ってまいりましたワンストップサービス

（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、グループインタビュー・会

場調査などの周辺サービス等）の提供や、企画提案型営業の推進を積極的に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、既存顧客への深耕により案件数が増加いたしました。 

一方、経費につきましては、前事業年度に引き続きコスト削減の積極的な取り組みを実施いたしまし

たが、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、中長期的な成長を促すため

の各種経費は増加いたしました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間におけるリサーチ事業の売上高は2,948,637千円、セグメント

利益（営業利益）は554,494千円となりました。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

事業の名称 事業内容

リサーチ事業 ネットリサーチを含め、市場調査に関する事業全般

ITソリューション事業
モバイル向けサービスの企画・開発・運用事業及びプ
ロモーション事業

 業績の状況

前第３四半期累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 2,472,157 3,085,820

営業利益 294,999 322,844

経常利益 298,656 412,396

四半期純利益 174,107 263,963

(リサーチ事業)
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売上高につきましては、平成23年８月１日の事業譲受日以降、取引先との契約の引継ぎ業務に注力を

行ってまいりました。その結果、ほぼ全ての取引先との契約引継ぎに至ることができ、順調なスタート

を切ることができました。 

一方、経費につきましては、事業開始立ち上げ時の経費が発生したことや、事業譲受に伴うのれんの

償却費が発生いたしました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間におけるITソリューション事業の売上高は137,184千円、セグ

メント損失（営業損失）は12,815千円となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の財政状態は、資産については、流動資産が1,470,657千円となりま

した。主な項目としては、現金及び預金343,462千円、受取手形及び売掛金778,721千円、有価証券

200,268千円となっております。固定資産は1,211,518千円となりました。主な項目としては、ソフト

ウェア283,322千円、のれん199,748千円、関係会社株式274,181千円、繰延税金資産161,867千円とな

っております。その結果、総資産は2,682,176千円となりました。 

負債については、流動負債が695,168千円となりました。主な項目としては、買掛金430,757千円と

なっております。固定負債は170,657千円となりました。主な項目としては、長期借入金145,216千円

となっております。その結果、負債は865,824千円となりました。 

純資産は1,816,351千円となりました。主な項目としては利益剰余金が1,402,911千円となっており

ます。 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、343,462千円となりました。

当第３四半期連結累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。 

当第３四半期連結累計期間における営業活動の結果増加した資金は、55,616千円となりました。主

な要因は、売上債権の増加89,603千円、法人税等の支払額283,619千円の減少要因があった一方で、

税金等調整前四半期純利益403,069千円の計上、減価償却費119,557千円の計上による増加要因があっ

たことによるものであります。 

当第３四半期連結累計期間における投資活動の結果減少した資金は、477,567千円となりました。

主な要因は、事業譲受による支出385,819千円による減少要因があったことによります。 

当第３四半期連結累計期間における財務活動の結果増加した資金は、213,906千円となりました。

主な要因は、長期借入れによる収入236,000千円があったことによります。 

  

平成23年12月期通期の連結業績予想につきましては、平成23年11月９日に公表いたしました「平成23

年12月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ」に記載のとおりであります。 

(ITソリューション事業)

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

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)

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

なお、特定子会社の異動には該当いたしませんが、株式会社クロス・コミュニケーションを当第３四

半期より連結子会社としております。 

  

①簡便な会計処理 

 該当事項はありません。 

②四半期財務諸表に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

  

 ①資産除去債務に関する会計基準等の適用 

第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年３月

31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年３

月31日)を適用しております。 

これにより、営業利益及び経常利益は2,289千円、税金等調整前四半期純利益は11,638千円それぞ

れ減少しております。また、当会計基準適用開始による資産除去債務の変動額は18,423千円でありま

す。 

 ②企業結合に関する会計基準等の適用 

当第３四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成20年12

月26日)、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「『研究

開発費等に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等

に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企

業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分）、「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20年12月26日)を適用しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

 会計処理基準に関する事項の変更

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 四半期連結財務諸表

(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末

(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 343,462

受取手形及び売掛金 778,721

有価証券 200,268

仕掛品 45,515

繰延税金資産 31,659

その他 71,502

貸倒引当金 △469

流動資産合計 1,470,657

固定資産

有形固定資産 63,328

無形固定資産

ソフトウエア 283,322

のれん 199,748

その他 3,528

無形固定資産合計 486,598

投資その他の資産

投資有価証券 118,579

関係会社株式 274,181

繰延税金資産 161,867

その他 107,396

貸倒引当金 △431

投資その他の資産合計 661,593

固定資産合計 1,211,518

資産合計 2,682,176

負債の部

流動負債

買掛金 430,757

1年内返済予定の長期借入金 78,672

未払法人税等 27,498

賞与引当金 2,184

その他 156,057

流動負債合計 695,168

固定負債

長期借入金 145,216

資産除去債務 25,441

固定負債合計 170,657

負債合計 865,824

㈱クロス・マーケティング(3629) 平成23年12月期 第３四半期決算短信

5



  

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末

(平成23年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 270,643

資本剰余金 220,643

利益剰余金 1,402,911

自己株式 △96,986

株主資本合計 1,797,211

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 50

評価・換算差額等合計 50

新株予約権 1,369

少数株主持分 17,722

純資産合計 1,816,351

負債純資産合計 2,682,176
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(2) 四半期連結損益計算書

【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成23年１月１日

  至 平成23年９月30日）

売上高 3,085,820

売上原価 1,958,428

売上総利益 1,127,392

販売費及び一般管理費 804,548

営業利益 322,844

営業外収益

受取利息及び配当金 2,443

補助金収入 2,241

持分法による投資利益 84,884

その他 1,518

営業外収益合計 91,087

営業外費用

支払利息 868

自己株式取得費用 632

その他 35

営業外費用合計 1,535

経常利益 412,396

特別利益

持分変動利益 7,210

特別利益合計 7,210

特別損失

固定資産除却損 2,188

投資有価証券評価損 5,000

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 9,349

特別損失合計 16,537

税金等調整前四半期純利益 403,069

法人税、住民税及び事業税 130,382

法人税等調整額 9,262

法人税等合計 139,644

少数株主損益調整前四半期純利益 263,424

少数株主損失（△） △538

四半期純利益 263,963

㈱クロス・マーケティング(3629) 平成23年12月期 第３四半期決算短信

7



  

 【第３四半期連結会計期間】

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間
（自 平成23年７月１日

  至 平成23年９月30日）

売上高 1,170,756

売上原価 736,791

売上総利益 433,965

販売費及び一般管理費 306,798

営業利益 127,166

営業外収益

受取利息及び配当金 731

持分法による投資利益 6,028

その他 300

営業外収益合計 7,059

営業外費用

支払利息 775

その他 9

営業外費用合計 784

経常利益 133,441

特別利益

持分変動利益 7,210

特別利益合計 7,210

特別損失

固定資産除却損 672

投資有価証券評価損 5,000

特別損失合計 5,672

税金等調整前四半期純利益 134,979

法人税、住民税及び事業税 59,703

法人税等調整額 △2,211

法人税等合計 57,492

少数株主損益調整前四半期純利益 77,487

少数株主損失（△） △538

四半期純利益 78,026
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成23年１月１日

  至 平成23年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 403,069

減価償却費 119,557

のれん償却額 6,888

長期前払費用償却額 6,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） 99

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,184

受取利息及び受取配当金 △2,443

補助金収入 △2,241

支払利息 868

固定資産除却損 2,188

投資有価証券評価損 5,000

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 9,349

持分法による投資損益（△は益） △84,884

持分変動損益（△は益） △7,210

売上債権の増減額（△は増加） △89,603

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,278

仕入債務の増減額（△は減少） 40,428

その他の流動資産の増減額（△は増加） △24,568

その他の流動負債の増減額（△は減少） △50,730

小計 336,228

利息及び配当金の受取額 4,203

利息の支払額 △1,196

法人税等の支払額 △283,619

営業活動によるキャッシュ・フロー 55,616

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △101,149

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 △10,789

有形固定資産の取得による支出 △4,533

無形固定資産の取得による支出 △66,905

貸付金の回収による収入 1,000

補助金の受取額 33,674

事業譲受による支出 △385,819

その他 △43,046

投資活動によるキャッシュ・フロー △477,567

㈱クロス・マーケティング(3629) 平成23年12月期 第３四半期決算短信

9



  

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成23年１月１日

  至 平成23年９月30日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 236,000

長期借入金の返済による支出 △12,112

株式の発行による収入 5,760

自己株式の取得による支出 △21,731

配当金の支払額 △19,480

少数株主からの払込みによる収入 25,470

財務活動によるキャッシュ・フロー 213,906

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △208,044

現金及び現金同等物の期首残高 549,081

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 2,425

現金及び現金同等物の四半期末残高 343,462
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該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間から四半期連結財務諸表を作成しておりますので、前第３四半期連結累計

期間については記載しておりません。 

なお、前第３四半期連結累計期間に代わる前第３四半期累計期間については、単一セグメントであっ

たため記載を省略しております。 

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

当社では、従来より「ネットリサーチ事業」以外にも「Ｗebプロモーション事業」等の事業を営んでお

りましたが、それらの事業規模は小さく、事業の大半は「ネットリサーチ事業」であったため、報告セグ

メントは「ネットリサーチ事業」の単一事業としておりました。 

平成23年８月１日に子会社である株式会社クロス・コミュニケーションが株式会社インデックスより

「モバイル向けソリューション事業の一部」を譲り受けたことにより、当社グループに新たな事業が加わ

ったため、これを機会に種類別セグメント及び事業の名称の見直しを実施いたしました。 

従来の「ネットリサーチ事業」は「リサーチ事業」に名称を変更し、「Ｗebプロモーション事業」と

「モバイル向けソリューション事業」を一つのセグメントに統合して「ITソリューション事業」といたし

ました。 

「リサーチ事業」は、ネットリサーチを含んだ市場調査に関する事業全般であり、「ITソリューション

事業」は、モバイルを中心した企画・開発・運用事業と、プロモーション事業を営んでおります。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第３四半期連結累計期間(自  平成23年１月１日  至  平成23年９月30日) 

 
(注) １ 「調整額」の区分は、報告セグメントに帰属しない全社共通費用であり、その主なものは管理部門に係る費

用であります。 

２ セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

３ 第２四半期会計期間まで「ネットリサーチ事業」に区分しておりました「Ｗebプロモーション事業」は、当

第３四半期連結会計期間より事業区分を「ITソリューション事業」に変更しております。 

  この変更に伴い、従来の区分によった場合と比べ、「リサーチ事業」の売上高は12,525千円減少し、営業利 

益は9,010千円増加しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント

調整額 合計

リサーチ事業
ITソリューショ

ン事業
計

売上高

  外部顧客への売上高 2,948,637 137,184 3,085,820 ― 3,085,820

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 2,948,637 137,184 3,085,820 ― 3,085,820

セグメント利益又は損失（△） 554,494 △12,815 541,679 △218,835 322,844
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３．報告セグメントの変更等に関する事項 

当第３四半期連結会計期間から報告セグメントを変更しております。変更の内容については、「３.四

半期連結財務諸表 (5)セグメント情報【セグメント情報】 １．報告セグメントの概要」に記載のとおり

であります。 

  

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 （のれんの金額の重要な変動） 

「ITソリューション事業」セグメントにおいて、子会社の株式会社クロス・コミュニケーションが事業

を譲り受けたことにより、当第３四半期連結会計期間においてのれんが206,635千円発生しております。 

  

(追加情報) 

第１四半期会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平成21

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

平成20年３月21日)を適用しております。 

  

該当事項はありません。 

(6) 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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４．（参考）四半期財務諸表（個別） 

当第３四半期連結累計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前事業年度及び前第３四半期

累計（会計）期間の個別の財務諸表を参考資料として記載しております。 

(注) この四半期財務諸表（個別）は、四半期財務諸表等規則に基づき当社が任意で作成したものです。 

  

(1)(参考)四半期貸借対照表(個別) 

 

（単位：千円）

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 349,081

受取手形 29,547

売掛金 581,144

有価証券 400,508

仕掛品 44,642

貯蔵品 1,628

前払費用 18,384

繰延税金資産 36,446

その他 11,108

貸倒引当金 △370

流動資産合計 1,472,117

固定資産

有形固定資産

建物 30,669

減価償却累計額 △13,356

建物（純額） 17,313

工具、器具及び備品 177,413

減価償却累計額 △98,227

工具、器具及び備品（純額） 79,186

有形固定資産合計 96,500

無形固定資産

商標権 416

ソフトウエア 193,250

ソフトウエア仮勘定 133,005

無形固定資産合計 326,671

投資その他の資産

投資有価証券 154,105

関係会社株式 70,000

敷金 82,820

繰延税金資産 27,016

その他 431

貸倒引当金 △431

投資その他の資産合計 333,941

固定資産合計 757,112

資産合計 2,229,229
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（単位：千円）

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 358,291

短期借入金 8,000

未払金 111,145

未払費用 43,336

未払法人税等 182,556

未払消費税等 29,622

その他 13,893

流動負債合計 746,843

負債合計 746,843

純資産の部

株主資本

資本金 267,112

資本剰余金

資本準備金 217,112

資本剰余金合計 217,112

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 1,071,337

利益剰余金合計 1,071,337

自己株式 △75,886

株主資本合計 1,479,674

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 41

評価・換算差額等合計 41

新株予約権 2,671

純資産合計 1,482,387

負債純資産合計 2,229,229
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(2)(参考)四半期損益計算書(個別) 

【第３四半期累計期間】(参考)(個別) 

 
  

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自 平成22年１月１日
 至 平成22年９月30日)

売上高 2,472,157

売上原価 1,464,179

売上総利益 1,007,979

販売費及び一般管理費 712,980

営業利益 294,999

営業外収益

受取利息及び配当金 271

有価証券利息 1,405

業務受託料 1,800

その他 238

営業外収益合計 3,714

営業外費用

支払利息 23

その他 33

営業外費用合計 56

経常利益 298,656

特別損失

固定資産除却損 876

特別損失合計 876

税引前四半期純利益 297,780

法人税、住民税及び事業税 135,591

法人税等調整額 △11,918

法人税等合計 123,673

四半期純利益 174,107
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【第３四半期会計期間】(参考)(個別) 

 
  

（単位：千円）

前第３四半期会計期間
(自 平成22年７月１日
 至 平成22年９月30日)

売上高 849,620

売上原価 495,807

売上総利益 353,814

販売費及び一般管理費 265,111

営業利益 88,703

営業外収益

受取利息及び配当金 66

有価証券利息 466

業務受託料 600

その他 12

営業外収益合計 1,143

営業外費用

支払利息 23

その他 18

営業外費用合計 41

経常利益 89,805

税引前四半期純利益 89,805

法人税、住民税及び事業税 43,854

法人税等調整額 △6,217

法人税等合計 37,637

四半期純利益 52,168

㈱クロス・マーケティング(3629) 平成23年12月期 第３四半期決算短信

16



  
(3)(参考)四半期キャッシュ・フロー計算書(個別) 

 
  

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自 平成22年１月１日
 至 平成22年９月30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 297,780

減価償却費 78,606

貸倒引当金の増減額（△は減少） 102

受取利息及び受取配当金 △1,676

支払利息 23

固定資産除却損 876

売上債権の増減額（△は増加） △42,198

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,359

仕入債務の増減額（△は減少） 29,131

その他の流動資産の増減額（△は増加） △688

その他の流動負債の増減額（△は減少） △15,504

小計 347,810

利息及び配当金の受取額 1,098

利息の支払額 △10

法人税等の支払額 △111,127

営業活動によるキャッシュ・フロー 237,771

投資活動によるキャッシュ・フロー

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 △200,612

有形固定資産の取得による支出 △12,006

無形固定資産の取得による支出 △106,767

投資有価証券の取得による支出 △148,789

貸付金の回収による収入 9,000

その他 △22,764

投資活動によるキャッシュ・フロー △471,938

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） 8,000

株式の発行による収入 1,020

配当金の支払額 △4,988

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,032

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △230,136

現金及び現金同等物の期首残高 831,226

現金及び現金同等物の四半期末残高 601,090
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