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1.  平成23年12月期の連結業績（平成23年1月1日～平成23年12月31日） 

（注） 平成23年12月期より連結財務諸表を作成しているため、平成22年12月期の数値及び対前期増減率については記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

（注） 平成23年12月期より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。 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

（注） 平成23年12月期より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。  

(1) 連結経営成績 （％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 ％

23年12月期 4,424 ― 436 ― 544 ― 330 ―
22年12月期 ― ― ― ― ― ― ― ―
（注）包括利益 23年12月期 328百万円 （―％） 22年12月期 ―百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

23年12月期 107.81 106.18 20.1 21.5 9.9
22年12月期 ― ― ― ― ―
（参考） 持分法投資損益 23年12月期  104百万円 22年12月期  ―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

23年12月期 2,831 1,826 63.9 597.27
22年12月期 ― ― ― ―
（参考） 自己資本   23年12月期  1,808百万円 22年12月期  ―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

23年12月期 296 △587 143 404
22年12月期 ― ― ― ―

2.  配当の状況 

（注） 平成23年12月期より連結財務諸表を作成しているため、平成22年12月期の配当性向（連結）及び純資産配当率（連結）については記載しておりません。 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 ％ ％

22年12月期 ― 2.00 ― 3.50 5.50 17 ― ―
23年12月期 ― 3.50 ― 7.00 10.50 32 9.7 1.9
24年12月期(予想) ― 6.50 ― 6.50 13.00 12.7

3.  平成24年12月期の連結業績予想（平成24年1月1日～平成24年12月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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、第２四半期（累計）の対前年同四半期増減率については記載しておりませ 
    ん。 

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) 2,484 ― 155 ― 187 ― 102 ― 33.69
通期 5,500 24.3 521 19.5 561 3.0 313 △5.1 103.36



4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無  

（注）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ーベイ）を当第３四半期より連結
子会社としております。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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） 23年12月期 3,243,600 株 22年12月期 3,197,500 株
② 期末自己株式数 23年12月期 216,076 株 22年12月期 140,500 株
③ 期中平均株式数 23年12月期 3,060,057 株 22年12月期 3,162,295 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年12月期の個別業績（平成23年1月1日～平成23年12月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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 ％

23年12月期 4,129 18.5 430 6.5 448 10.0 235 6.2
22年12月期 3,483 26.2 404 74.3 408 61.2 221 45.8

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
円 銭 円 銭

23年12月期 76.65 75.49
22年12月期 69.82 68.45

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 2,521 1,625 64.4 536.43
22年12月期 2,229 1,482 66.4 484.04
（参考） 自己資本 23年12月期  1,624百万円 22年12月期  1,480百万円

2.  平成24年12月期の個別業績予想（平成24年1月1日～平成24年12月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
  この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく連結財務諸表及び 
  財務諸表の監査手続は終了しておりません。 

※ 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将来に関する記述は、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。 

売上高 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 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 2,121 10.8 182 △8.8 98 △8.3 32.43
通期 4,624 12.0 535 19.4 292 24.7 96.59
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当連結会計年度は、３月に発生した東日本大震災や原発事故に伴う電力供給の制限、タイで発生し

た洪水による生産への影響、欧州債務危機を背景とした海外景気の下振れや円高の長期化など、日本

企業を取り巻く環境は極めて深刻な状況で推移いたしました。 

このような経営環境のもと、当社グループは企画提案型営業の推進を積極的に行い、新規顧客の開

拓や既存顧客への深耕を進めてまいりました。また、当社子会社の株式会社クロス・コミュニケーシ

ョンはモバイル向けソリューション事業を譲り受けました。これらにより、顧客企業の抱える様々な

マーケティング課題に対するソリューションの幅を拡大させ、顧客満足度の向上を図ってまいりまし

た。 

この結果、当連結会計年度における売上高は4,424百万円、営業利益は436百万円、経常利益は544

百万円、当期純利益は330百万円となりました。 

なお、当社グループは平成23年12月期より連結決算を開始いたしましたので、前連結会計年度比は

記載しておりません。 

売上高につきましては、前事業年度までに引き続き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しており

ますが、中長期的な成長を促すための投資も実施しており、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の経費は増加いたしました。 

その結果、当連結会計年度におけるリサーチ事業の売上高は4,114百万円、セグメント利益（営業

利益）は745百万円となりました。 

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、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。また、リサーチ事業・ITソリューション

事業との間で、従来はそれぞれ取引のなかった顧客や顧客窓口の紹介を相互に実施することによる受

注も始まるなど、積極的な営業活動を実施してまいりました。 

一方、経費につきましては、事業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

却費が発生しました。 

その結果、当連結会計年度におけるITソリューション事業の売上高は310百万円、セグメント損失

（営業損失）は18百万円となりました。 

  

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析

 １．当期の概況

① リサーチ事業

② ITソリューション事業
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  次期につきましても、長引く円高や欧州の債務危機等により景況感の不透明感が漂う中ではあります

が、当社グループでは、売上拡大に向けた営業の強化、顧客密着度の向上による顧客ニーズに応じたサ

ービスの提供、システム投資の成果としてのスピード・価格競争力強化などをテーマに掲げ、次期の事

業を推進してまいります。 

次期の連結会計年度の見通しにつきましは、売上高5,500百万円(前年同期比24.3％増)、営業利益521

百万円(同19.5％増)、経常利益561百万円(同3.0％増)、当期純利益313百万円(同5.1％減)を見込んでお

ります。 

なお、セグメント別の見通しは下記のとおりであります。 

間接販売チャネルにおきましては、業界再編や大手調査会社の組織再編等の影響を若干受けること

も予想されるため、中小調査会社への新規開拓に注力してまいります。一方、リサーチ事業の成長ド

ライバーである直接販売チャネルにおきましては、既存取引先との顧客密着度強化や新規取引先の拡

大に注力し、売上高の更なる拡大を推進してまいります。 

具体的には、顧客ニーズに応じたサービスの提供（顧客ニーズの掘り起こし、顧客ニーズを踏まえ

た提案力の強化、サービスラインナップの拡大による顧客ニーズへの対応力強化など）、システム投

資の成果としてのスピード・価格競争力強化（新アンケートシステムによる業務ラインの整備、業務

オペレーションの効率化、業務キャパシティの増大など）を推進し売上高の拡大を図ってまいりま

す。 

また、増加する顧客ニーズへの対応を行うため営業要員及びリサーチャーを中心に増員を図るとと

もに、業務の効率化を推進するための取組みを進めてまいります。 

以上の施策等の実施により、売上高は4,624百万円（前年同期比12.4％増）を見込んでおります。 

拡大するスマートフォン市場を中心に、モバイルコンテンツ創成期からの豊富な案件実績・ノウハ

ウを活かして、顧客視点での課題解決の提案により、売上高の拡大を推進してまいります。 

具体的には、スマートフォンサイト無料総合診断サービスの活用による顧客ニーズの掘り起こしや

課題発見、豊富な取引実績を活かしたソリューションによる提案営業の推進、グループ間の顧客紹介

などを推進し売上高の拡大を図ってまいります。 

また、新規顧客の開拓や増加する顧客ニーズへの対応を行うために、営業要員や開発要員を中心に

増員を図る予定であります。 

以上の施策等の実施により、売上高は876百万円（前年同期比182.9％増）を見込んでおります。 

  

 ２．次期の見通し

（リサーチ事業）

（ITソリューション事業）
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当連結会計年度末の財政状態は、資産については、流動資産が1,637,827千円となりました。主な

項目としては、現金及び預金403,507千円、受取手形及び売掛金806,333千円、有価証券299,017千円

となっております。固定資産は1,193,162千円となりました。主な項目としては、ソフトウェア

257,273千円、のれん189,416千円、関係会社株式292,741千円、繰延税金資産164,198千円となってお

ります。その結果、総資産は2,830,989千円となりました。 

負債については、流動負債が848,546千円となりました。主な項目としては、買掛金463,922千円と

なっております。固定負債は156,627千円となりました。主な項目としては、長期借入金131,104千円

となっております。その結果、負債は1,005,173千円となりました。 

純資産は1,825,816千円となりました。主な項目としては利益剰余金が1,468,858千円となっており

ます。 

なお、当連結会計年度末より連結財務諸表を作成しているため、前事業年度末残高との増減状況に

ついては記載しておりません。 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は403,507千円となりました。当連結会計期

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。 

当連結会計期間における営業活動の結果増加した資金は、296,023千円となりました。主な要因

は、売上債権の増加117,215千円、法人税等の支払額284,027千円の減少要因があった一方で、税金等

調整前当期純利益526,658千円の計上、減価償却費165,854千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。 

当連結会計期間における投資活動の結果減少した資金は、587,021千円となりました。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。 

当連結会計期間における財務活動の結果増加した資金は、142,999千円となりました。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。 

なお、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前年同期比は記載しておりません。 
  

(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／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

（注１） 平成23年12月期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前の内容は記載しておりません。 

（注２) 株式時価総額は、期末株価終値×自己株式控除後の期末発行済株式数により算出しております。 

（注３） 有利子負債は、連結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。 

（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)

平成23年12月期

自己資本比率(％) 63.9

時価ベースの自己資本比率(％) 111.8

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年) 0.7

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 146.6
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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。なお、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、中間配当を１株当たり3.5円を実施いたしまし

た。期末配当につきましては、年度当初は、１株当たり3.5円を予想しておりましたが、年度当初の予

想を上回る業績となったため、１株当たり7.0円に増配いたします。当期の配当性向は9.7％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77,150千円の取得を行っております。 

なお、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13.0円の配当(う

ち、中間配当6.5円、期末配当6.5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。 

  

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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以下において、当社グループの手がけるリサーチ事業・ITソリューション事業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。 

  

当社グループの手がけるリサーチ事業・ITソリューション事業は、商業活動に関連する技術及び業

界基準の急速な変化に左右される状況にあります。また、それに伴いユーザーニーズが変化、多様化

することが予想されます。これらの状況変化に対し、当社グループが適時適切に対応できなくなった

場合、当社グループの業界における競争力が低下し、当社グループの業績に影響を与える可能性があ

ります。 

当社グループの手がけるリサーチ事業・ITソリューション事業においては、当社グループと類似す

る事業を提供している事業者の事業拡大や参入が相次いでいる一方、リサーチ事業においては調査案

件の大型化や価格競争に対応するため、M&Aを含めた事業者の統合が進行しています。かかる状況

は、当社グループの事業につき、大きな参入障壁がないことが一因となっており、今後も激しい競争

下におかれるものと予想されます。当社グループの目論見どおり業績が推移しない場合、かつ効率的

に対応できない場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

当社グループが事業を進める上で各種プロジェクトが発生しております。その中で他社との業務提

携、共同企画等も積極的に取り組んでおります。しかしながらこれらのプロジェクトが当社グループ

の予想どおり収益に貢献するという保証はなく、各プロジェクトの進捗状況によっては、当社グルー

プの業績に影響を与える可能性があります。 

当社グループは、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。 

  当社グループ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

って通信ネットワークの切断、サーバー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。その場合、当社グループの営業は不可能となります。これらの障害が発生した場

合には、当社グループに直接的損害が生じるほか、当社グループのサーバーの作動不能や欠陥等に起

因する取引の停止等については、当社グループのシステム自体への信頼性の低下を招きかねず、当社

グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

当社グループ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、当社グループの事業の成長が阻

（４）事業等のリスク

①サービスの陳腐化について

②競合について

③業務提携等について

④システム開発について

⑤システム障害について

⑥人材確保について
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害される可能性があります。 

当社グループの平成23年12月期における顧客別売上高において、リサーチ事業の取引先上位１社の

総売上高に占める比率が13.7％を占めております。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。 

リサーチ事業において、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㈱VOYAGEGROUP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。 

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㈱

VOYAGEGROUP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。 

リサーチ事業のうち当社グループの主力市場である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。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。 

当社グループの手がけるリサーチ事業においては、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。個人情報の適切な取得・管理・運用を行うため、当社及び㈱リサーチパネルは(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、当社グループへの損害賠償請求や

社会的信用の失墜により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

当社グループの手がけるITソリューション事業においては、顧客からウェブサイトやモバイルサイ

トの制作を受託し、契約内容に従い定められた期日までにサービスを完了し納品する事業を行ってお

ります。 

しかしながら、開発や制作の遅れによる納期の遅延や、納品後の瑕疵が生じた場合には、費用が増

大したり、当社グループの責めに帰する場合には違約金等損害賠償が発生する可能性があり、当社グ

ループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

当社グループは、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

⑦特定顧客への依存

⑧登録モニターの活用について

⑨登録モニターの確保について

⑩ネットリサーチ市場の成長について

⑪個人情報の流出の可能性及び影響について

⑫訴訟等に関するリスクについて

⑬配当政策について
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めることを基本方針としております。 

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。 

  

  

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(㈱クロス・コミュニケーション、イー

シーリサーチ㈱)、関連会社３社(㈱リサーチパネル、㈱リサーチ・アンド・ディベロプメント等)の計６社

により構成されております。 

当社及び当社の関係会社の事業における位置付け及びセグメントとの関連は次のとおりであります。 

  

ネットリサーチを含め、市場調査に関する事業全般を行っております。 

（主な関係会社）当社、㈱リサーチパネル、㈱リサーチ・アンド・ディベロプメント 

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 

（主な関係会社）㈱クロス・コミュニケーション 

  

  

２．企業集団の状況

リサーチ事業

ITソリューション事業
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当社グループでは、当社グループ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。リサーチ事業及びITソリューション事業周辺の新しいサービスメニューの開発・提供

や、その他の全く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グループを

目指します。 

当社グループでは、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付けておりま

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。 

当社グループの祖業はリサーチ事業であり、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。 

当社グループの中長期的な経営戦略としては、リサーチ業界で培ってきた「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、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。 

当社グループは、平成15年の設立以降、ネットリサーチ市場の成長に伴い、急速に事業を拡大してき

た会社であります。当社グループの手がけるリサーチ事業・ITソリューション事業は、技術及び業界基

準の急速な変化に左右される状況にあり、それに伴いユーザーニーズが変化、多様化することが予想さ

れ、適時適切に対応する必要があります。また、当社グループの事業については大きな参入障壁がない

ことから、類似する事業を提供している事業者の事業規模の拡大や参入が相次ぎ、今後も激しい競争下

におかれるものと考えております。 

当社グループがかかる課題を解決し、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、開発力、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。 

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

す。さらに人材育成については、スキルアップ向上のための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実施してまいります。また、人事評価研修制度や給与

制度を当社グループの組織規模に合せて適宜見直することで、社員のモチベーションの向上を図ってま

いります。 

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

人材の確保、育成
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４．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23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 403,507

受取手形及び売掛金 806,333

有価証券 299,017

仕掛品 42,479

繰延税金資産 25,109

その他 61,734

貸倒引当金 △353

流動資産合計 1,637,827

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 30,862

工具、器具及び備品（純額） 19,926

有形固定資産合計 50,788

無形固定資産

ソフトウエア 257,273

のれん 189,416

その他 17,446

無形固定資産合計 464,135

投資その他の資産

投資有価証券 117,331

関係会社株式 292,741

繰延税金資産 164,198

その他 104,400

貸倒引当金 △431

投資その他の資産合計 678,240

固定資産合計 1,193,162

資産合計 2,830,989
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(単位：千円)

当連結会計年度
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 463,922

1年内返済予定の長期借入金 78,672

未払法人税等 84,170

賞与引当金 8,735

その他 213,047

流動負債合計 848,546

固定負債

長期借入金 131,104

資産除去債務 25,523

固定負債合計 156,627

負債合計 1,005,173

純資産の部

株主資本

資本金 271,315

資本剰余金 221,315

利益剰余金 1,468,858

自己株式 △153,036

株主資本合計 1,808,452

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △217

その他の包括利益累計額合計 △217

新株予約権 1,180

少数株主持分 16,401

純資産合計 1,825,816

負債純資産合計 2,830,989
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（２）【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

   （連結損益計算書）

(単位：千円)

当連結会計年度
（自 平成23年１月１日

  至 平成23年12月31日）

売上高 4,423,619

売上原価 2,851,183

売上総利益 1,572,436

販売費及び一般管理費 1,136,707

営業利益 435,729

営業外収益

受取利息及び配当金 3,734

補助金収入 2,241

持分法による投資利益 103,623

その他 2,060

営業外収益合計 111,659

営業外費用

支払利息 1,967

自己株式取得費用 841

その他 142

営業外費用合計 2,950

経常利益 544,438

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 9,819

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

その他 823

特別損失合計 24,990

税金等調整前当期純利益 526,658

法人税、住民税及び事業税 185,066

法人税等調整額 13,541

法人税等合計 198,607

少数株主損益調整前当期純利益 328,051

少数株主損失（△） △1,859

当期純利益 329,910
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  （連結包括利益計算書）

(単位：千円)

当連結会計年度
（自 平成23年１月１日

  至 平成23年12月31日）

少数株主損益調整前当期純利益 328,051

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △36

持分法適用会社に対する持分相当額 △223

その他の包括利益合計 △259

包括利益 327,792

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 329,651

少数株主に係る包括利益 △1,859
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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23年１月１日

  至 平成23年12月31日）

株主資本

資本金

前期末残高 267,112

当期変動額

新株の発行 4,203

当期変動額合計 4,203

当期末残高 271,315

資本剰余金

前期末残高 217,112

当期変動額

新株の発行 4,203

当期変動額合計 4,203

当期末残高 221,315

利益剰余金

前期末残高 1,071,337

当期変動額

剰余金の配当 △21,421

当期純利益 329,910

新規連結・持分法適用による剰余金増加
高

89,033

当期変動額合計 397,521

当期末残高 1,468,858

自己株式

前期末残高 △75,886

当期変動額

自己株式の取得 △77,150

当期変動額合計 △77,150

当期末残高 △153,036

株主資本合計

前期末残高 1,479,674

当期変動額

新株の発行 8,406

剰余金の配当 △21,421

当期純利益 329,910

新規連結・持分法適用による剰余金増加
高

89,033

自己株式の取得 △77,150

当期変動額合計 328,778

当期末残高 1,808,452
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(単位：千円)

当連結会計年度
（自 平成23年１月１日

  至 平成23年12月31日）

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

前期末残高 41

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△259

当期変動額合計 △259

当期末残高 △217

その他の包括利益累計額合計

前期末残高 41

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△259

当期変動額合計 △259

当期末残高 △217

新株予約権

前期末残高 2,671

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,491

当期変動額合計 △1,491

当期末残高 1,180

少数株主持分

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） 16,401

当期変動額合計 16,401

当期末残高 16,401

純資産合計

前期末残高 1,482,387

当期変動額

新株の発行 8,406

剰余金の配当 △21,421

当期純利益 329,910

新規連結・持分法適用による剰余金増加高 89,033

自己株式の取得 △77,150

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 14,651

当期変動額合計 343,429

当期末残高 1,825,816
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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23年１月１日

  至 平成23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利益 526,658

減価償却費 165,854

のれん償却額 17,220

長期前払費用償却額 9,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △18

賞与引当金の増減額（△は減少） 8,735

受取利息及び受取配当金 △3,734

補助金収入 △2,241

支払利息 1,967

固定資産除却損 9,819

投資有価証券評価損益（△は益） 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） △103,623

持分変動損益（△は益） △7,210

売上債権の増減額（△は増加） △117,215

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,094

仕入債務の増減額（△は減少） 73,593

その他 △21,214

小計 576,032

利息及び配当金の受取額 6,037

利息の支払額 △2,019

法人税等の支払額 △284,027

営業活動によるキャッシュ・フロー 296,023

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 △399,849

有価証券の売却による収入 300,000

投資有価証券の取得による支出 △10,858

有形固定資産の取得による支出 △6,526

無形固定資産の取得による支出 △76,252

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 △42,392

投資活動によるキャッシュ・フロー △587,021
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(単位：千円)

当連結会計年度
（自 平成23年１月１日

  至 平成23年12月31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 △26,224

株式の発行による収入 6,915

自己株式の取得による支出 △77,991

配当金の支払額 △21,171

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 142,999

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △147,999

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期末残高 403,507
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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）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

当第連結会計年度
（自 平成23年１月１日

  至 平成23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

 連結子会社の名称

  株式会社クロス・コミュニケーション

 従来、非連結子会社であった株式会社クロス・コミュニケーシ

ョンは、平成23年８月１日付けで株式会社インデックスより事業

を譲り受けたことにより重要性が増したため、当連結会計年度よ

り連結の範囲に含めております。

（２）非連結子会社の名称

  イーシーリサーチ株式会社

 （連結の範囲から除いた理由）

 非連結子会社は、小規模であり、かつ総資産、売上高、当期純

利益及び利益剰余金等は、いずれも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）持分法を適用した関連会社の数 ２社

 関連会社の名称

  株式会社リサーチパネル

  株式会社リサーチ・アンド・ディベロプメント

（２）持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称

  イーシーリサーチ株式会社

  アール・アンド・ディ情報サービス株式会社

 （持分法を適用しない理由）

 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社は、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）等からみ

て、連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても

重要性がないため、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。

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

（イ）有価証券

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

 移動平均法による原価法を採用しております。

（ロ）たな卸資産

 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。
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当連結会計年度
（自 平成23年１月１日

  至 平成23年12月31日）

４．会計処理基準に関する事項

（２）重要な減価償却資産の減価

償却の方法

（３）重要な引当金の計上基準

（４）のれんの償却方法及び償却

期間

（５）連結キャシュ・フロー計算

書における資金の範囲

（６）その他連結財務諸表作成の

ための重要な事項

（イ）有形固定資産（リース資産を除く）

 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

（ロ）無形固定資産（リース資産を除く）

 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。

（イ）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。

（ロ）賞与引当金

 従業員に対して支給する賞与の支払いに充てるため、支給見込

額のうち当連結会計年度に負担すべき金額を計上しております。

 のれん及びのれん相当額の償却については、その効果が発現する

期間を個別で見積もり、20年以内で均等償却することにしておりま

す。

 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。

 消費税等の会計処理

 税抜方式を採用しております。

（７）追加情報

当連結会計年度
（自 平成23年１月１日

  至 平成23年12月31日）

（１）「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

当連結会計年度より、「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3,495千円、税金等調整前当期

純利益は12,844千円それぞれ減少しております。また、当会計基準等の

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

当連結会計年度より、「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。

（３）「包括利益の表示に関する会計基準」の適用

当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会

計基準第25号 平成22年６月30日)を適用しております。
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１  報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループ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、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

  

（８）連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報)
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３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報 

当連結会計年度(自  平成23年１月１日  至  平成23年12月31日) 

 
(注) １  セグメント利益又はセグメント損失の「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 セグメント資産の「調整額」の区分は、報告セグメントに帰属しない全社資産であり、その主なものは提出

会社での余資運用資金（有価証券及び投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

３ 減価償却費の「調整額」の区分は、報告セグメントに帰属しない管理部門に係る資産等の償却費でありま

す。 

４ 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の「調整額」の区分は、報告セグメントに帰属しない管理部門に係

る資産等の増加額であります。 

５ セグメント利益又はセグメント損失の合計額は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

６ 当第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、

当連結会計年度より事業区分を「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14,246千円減少し、営業利 

益は13,213千円増加しております。 

  

(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 4,114,115 309,504 4,423,619 ― 4,423,619

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 4,114,115 309,504 4,423,619 ― 4,423,619

セグメント利益又はセグメン
ト損失（△）

745,382 △18,102 727,281 △291,552 435,729

セグメント資産 1,885,222 528,774 2,413,996 416,993 2,830,989

その他の項目

  減価償却費 157,358 3,688 161,046 4,808 165,854

 のれんの償却額 ― 17,220 17,220 ― 17,220

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

93,660 20,790 114,451 3,065 117,516
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当連結会計年度(自 平成23年１月１日 至 平成23年12月31日) 

１  製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 
  

２  地域ごとの情報 

(1) 売上高 

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。 
  

(2) 有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 
  

３  主要な顧客ごとの情報 

 
  

当連結会計年度(自 平成23年１月１日 至 平成23年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成23年１月１日 至 平成23年12月31日) 

 
（注）のれんの償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

当連結会計年度(自 平成23年１月１日 至 平成23年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

(関連情報)

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

㈱電通マーケティングインサイト 604,011 リサーチ事業

(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

(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

当期末残高 ― 189,416 189,416 ― 189,416

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

 
  

  

 該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

項目
当連結会計年度

(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

１株当たり純資産額 597.27円

１株当たり当期純利益金額 107.81円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 106.18円

項目
当連結会計年度 

(平成23年12月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 1,825,816

普通株式に係る純資産額(千円) 1,808,234

差額の主な内訳(千円)

 新株予約権 1,180

 少数株主持分 16,401

普通株式の発行済株式数(千株) 3,244

普通株式の自己株式数(千株) 216

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(千株) 3,028

項目
当連結会計年度

(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

連結損益計算書上の当期純利益(千円) 329,910

普通株式に係る当期純利益(千円) 329,910

普通株主に帰属しない金額(千円) －

普通株式の期中平均株式数(千株) 3,060

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いられた当期
純利益調整額の主要な内訳(千円)

―

  当期純利益調整額(千円) －

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いられた普通
株式増加数の主要な内訳(千株)

 新株予約権 47

  普通株式増加数(千株) 47

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
利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要

―

(重要な後発事象)
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５．個別財務諸表

（１）【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
（平成22年12月31日）

当事業年度
（平成23年12月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 349,081 357,970

受取手形 29,547 46,604

売掛金 581,144 655,190

有価証券 400,508 299,017

仕掛品 44,642 33,874

貯蔵品 1,628 2,151

前払費用 18,384 33,557

繰延税金資産 36,446 16,553

その他 11,108 15,574

貸倒引当金 △370 △214

流動資産合計 1,472,117 1,460,276

固定資産

有形固定資産

建物 30,669 59,190

減価償却累計額 △13,356 △28,328

建物（純額） 17,313 30,862

工具、器具及び備品 177,413 102,613

減価償却累計額 △98,227 △82,909

工具、器具及び備品（純額） 79,186 19,704

有形固定資産合計 96,500 50,566

無形固定資産

商標権 416 350

ソフトウエア 193,250 242,648

ソフトウエア仮勘定 133,005 17,096

無形固定資産合計 326,671 260,094

投資その他の資産

投資有価証券 154,105 117,331

関係会社株式 70,000 245,303

関係会社長期貸付金 － 240,000

敷金 82,820 100,820

繰延税金資産 27,016 43,155

その他 431 3,581

貸倒引当金 △431 △431

投資その他の資産合計 333,941 749,758

固定資産合計 757,112 1,060,419

資産合計 2,229,229 2,520,695
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(単位：千円)

前事業年度
（平成22年12月31日）

当事業年度
（平成23年12月31日）

負債の部

流動負債

買掛金 358,291 410,510

短期借入金 8,000 －

1年内返済予定の長期借入金 － 66,672

未払金 111,145 94,770

未払費用 43,336 47,978

未払法人税等 182,556 83,990

未払消費税等 29,622 35,101

その他 13,893 19,809

流動負債合計 746,843 758,830

固定負債

長期借入金 － 111,104

資産除去債務 － 25,523

固定負債合計 － 136,627

負債合計 746,843 895,457

純資産の部

株主資本

資本金 267,112 271,315

資本剰余金

資本準備金 217,112 221,315

資本剰余金合計 217,112 221,315

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 1,071,337 1,284,458

利益剰余金合計 1,071,337 1,284,458

自己株式 △75,886 △153,036

株主資本合計 1,479,674 1,624,052

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 41 5

評価・換算差額等合計 41 5

新株予約権 2,671 1,180

純資産合計 1,482,387 1,625,238

負債純資産合計 2,229,229 2,520,695
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（２）【損益計算書】

(単位：千円)

前事業年度
（自 平成22年１月１日

  至 平成22年12月31日）

当事業年度
（自 平成23年１月１日

  至 平成23年12月31日）

売上高 3,483,346 4,128,561

売上原価 2,054,575 2,641,723

売上総利益 1,428,771 1,486,838

販売費及び一般管理費 1,025,029 1,056,822

営業利益 403,742 430,016

営業外収益

受取利息及び配当金 339 2,599

有価証券利息 2,267 3,459

業務受託料 2,400 12,400

貸倒引当金戻入額 972 157

補助金収入 － 2,241

その他 238 103

営業外収益合計 6,216 20,959

営業外費用

支払利息 63 1,730

自己株式取得費用 2,198 841

その他 49 172

営業外費用合計 2,310 2,743

経常利益 407,648 448,233

特別損失

固定資産除却損 1,077 9,819

投資有価証券評価損 900 5,000

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 9,349

その他 － 823

特別損失合計 1,977 24,990

税引前当期純利益 405,671 423,243

法人税、住民税及び事業税 220,217 184,921

法人税等調整額 △35,334 3,779

法人税等合計 184,883 188,700

当期純利益 220,788 234,543
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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22年１月１日

  至 平成22年12月31日）

当事業年度
（自 平成23年１月１日

  至 平成23年12月31日）

株主資本

資本金

前期末残高 265,394 267,112

当期変動額

新株の発行 1,718 4,203

当期変動額合計 1,718 4,203

当期末残高 267,112 271,315

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 215,394 217,112

当期変動額

新株の発行 1,718 4,203

当期変動額合計 1,718 4,203

当期末残高 217,112 221,315

資本剰余金合計

前期末残高 215,394 217,112

当期変動額

新株の発行 1,718 4,203

当期変動額合計 1,718 4,203

当期末残高 217,112 221,315

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 856,917 1,071,337

当期変動額

剰余金の配当 △6,368 △21,421

当期純利益 220,788 234,543

当期変動額合計 214,420 213,122

当期末残高 1,071,337 1,284,458

利益剰余金合計

前期末残高 856,917 1,071,337

当期変動額

剰余金の配当 △6,368 △21,421

当期純利益 220,788 234,543

当期変動額合計 214,420 213,122

当期末残高 1,071,337 1,284,458

自己株式

前期末残高 － △75,886

当期変動額

自己株式の取得 △75,886 △77,150

当期変動額合計 △75,886 △77,150

当期末残高 △75,886 △153,036

㈱クロス・マーケティング（3629）　平成23年12月期　決算短信

27



  

(単位：千円)

前事業年度
（自 平成22年１月１日

  至 平成22年12月31日）

当事業年度
（自 平成23年１月１日

  至 平成23年12月31日）

株主資本合計

前期末残高 1,337,705 1,479,674

当期変動額

新株の発行 3,435 8,406

剰余金の配当 △6,368 △21,421

当期純利益 220,788 234,543

自己株式の取得 △75,886 △77,150

当期変動額合計 141,969 144,378

当期末残高 1,479,674 1,624,052

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △30 41

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

72 △36

当期変動額合計 72 △36

当期末残高 41 5

評価・換算差額等合計

前期末残高 △30 41

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

72 △36

当期変動額合計 72 △36

当期末残高 41 5

新株予約権

前期末残高 3,196 2,671

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △525 △1,491

当期変動額合計 △525 △1,491

当期末残高 2,671 1,180

純資産合計

前期末残高 1,340,871 1,482,387

当期変動額

新株の発行 3,435 8,406

剰余金の配当 △6,368 △21,421

当期純利益 220,788 234,543

自己株式の取得 △75,886 △77,150

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △453 △1,527

当期変動額合計 141,516 142,851

当期末残高 1,482,387 1,625,238
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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 405,671

減価償却費 108,228

貸倒引当金の増減額（△は減少） △972

受取利息及び受取配当金 △2,606

支払利息 63

固定資産除却損 1,077

投資有価証券評価損 900

売上債権の増減額（△は増加） △148,600

たな卸資産の増減額（△は増加） △19,899

仕入債務の増減額（△は減少） 89,306

その他の流動資産の増減額（△は増加） △4,536

その他の流動負債の増減額（△は減少） 58,650

小計 487,281

利息及び配当金の受取額 2,206

利息の支払額 △50

法人税等の支払額 △111,338

営業活動によるキャッシュ・フロー 378,100

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 △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 △148,872

有形固定資産の取得による支出 △70,297

無形固定資産の取得による支出 △164,502

貸付金の回収による収入 9,000

その他 △23,144

投資活動によるキャッシュ・フロー △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） 8,000

株式の発行による収入 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 △71,209

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △282,145

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期末残高 549,081
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 
  

常勤監査役 澤田 静華（現 公認会計士・税理士） 

常勤監査役 沖 明 

（注）新任常勤監査役候補者 澤田 静華氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

  

（５）継続企業の前提に関する注記

６．その他

 役員の異動

①代表者の異動

②その他の役員の異動（平成24年３月28日付予定）

１．新任監査役候補

２．退任予定監査役

㈱クロス・マーケティング（3629）　平成23年12月期　決算短信

30


	H234QTDNET20120213
	H23.4Q_決算短信ｻﾏﾘｰなし（ﾍｯﾀﾞｰあり）_final



