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1.  平成24年12月期第1四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年3月31日） 

（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23年12月期第１四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。 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

24年12月期第1四半期 1,458 ― 236 ― 259 ― 142 ―
23年12月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 24年12月期第1四半期 143百万円 （―％） 23年12月期第1四半期 ―百万円 （―％）

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

24年12月期第1四半期 46.96 46.57
23年12月期第1四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第1四半期 3,045 1,948 63.4
23年12月期 2,831 1,826 63.9
（参考） 自己資本   24年12月期第1四半期  1,930百万円 23年12月期  1,808百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

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

23年12月期 ― 3.50 ― 7.00 10.50
24年12月期 ―
24年12月期（予想） 6.50 ― 6.50 13.00

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）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
   なお平成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



(1) 当四半期連結累計期間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、株式会社ユニクラウド、イーシーリサーチ株式会社及びCross Marketing China Inc.を当第１四 
   半期連結累計期間より連結子会社としております。 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
  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。 

※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のでご了承ください。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年12月期1Q 3,252,600 株 23年12月期 3,243,600 株
② 期末自己株式数 24年12月期1Q 216,076 株 23年12月期 216,076 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期1Q 3,030,961 株 23年12月期1Q 3,202,318 株
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当社グループ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、当第１四半期報告書現在において当社が判断したものであります。 

当社の当第１四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：百万円) 

 
（注）前第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１四半期連結累計期間に

代わって前第１四半期累計期間を記載しております。 

  

当第１四半期連結累計期間のリサーチ事業におきましては、営業員とリサーチャーを組み合わせた企

画提案型営業を積極的に推進し、新規顧客の開拓や既存顧客への深耕を進めることで、一般事業会社向

けの受注案件数が大きく伸長し、売上高を増加させることができました。 

一方、経費につきましては、業容拡大に伴い人員は増加しているものの、生産体系の変革による生産

性向上、予算管理の徹底により、コスト増加を抑制しております。 

その結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は1,273百万円、セグメント利益（営業利益）

は314百万円となりました。 

ITソリューション事業におきましては、ＢtoＣ事業者向けのモバイル向けソリューションの企画提案

営業を積極的に進めてまいりました。また、両事業のクロス・セルの成功事例も実現しております。 

その結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は191百万円、セグメント利益（営業利益）は8

百万円となりました。 

なお、前第３四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同期比は記載しておりませ

ん。 

  

当第１四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1,953百万円（前連結会計

年度末比316百万円増）となりました。主な項目としては、現金及び預金485百万円、受取手形及び売掛

金969百万円、有価証券300百万円となっております。固定資産は1,092百万円（前連結会計年度比101百

万円減）となりました。主な項目としては、ソフトウェア214百万円、のれん193百万円、関係会社株式

311百万円、繰延税金資産160百万円となっております。その結果、総資産は3,045百万円（前連結会計

年度比214百万円増）となりました。 

負債については、流動負債が960百万円（前連結会計年度比112百万円増）となりました。主な項目と

しては、買掛金513百万円となっております。固定負債は137百万円（前連結会計年度比20百万円減）と

１．当四半期決算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

前第１四半期累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年３月31日)

売上高 1,106 1,458

営業利益 174 236

経常利益 177 259

四半期純利益 93 142

（リサーチ事業）

（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
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なりました。主な項目としては、長期借入金111百万円となっております。その結果、負債は1,097百

万円（前連結会計年度比92百万円増）となりました。 

純資産は1,948百万円（前連結会計年度比122百万円増）となりました。主な項目としては利益剰余金

が1,589百万円となっております。 

  

  当第１四半期連結累計期間の業績は、上記のとおり、売上高の増加を中心に順調に推移しております

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月期は取引量が減少する季節要因があり

ます。なお、本年２月14日に公表しました業績予想に変更はございません。 

当社の業績予想は、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き、季

節要因等を反映して作成しております。今後、業績予想に修正が見込まれる場合には、適切に開示して

まいります。 

  

（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、株式会社ユニクラウド、イーシーリサーチ株式会

社及びCross Marketing China Inc.を当第１四半期連結累計期間より連結子会社としております。 

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４

日）を適用しております。 

        

該当事項はありません。  

  

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）追加情報

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成23年12月31日)

当第１四半期連結会計期間

(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 403,507 484,677

受取手形及び売掛金 806,333 969,148

有価証券 299,017 299,601

仕掛品 42,479 68,430

繰延税金資産 25,109 32,614

その他 61,734 99,949

貸倒引当金 △353 △939

流動資産合計 1,637,827 1,953,481

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 30,862 29,134

工具、器具及び備品（純額） 19,926 25,057

有形固定資産合計 50,788 54,191

無形固定資産

ソフトウエア 257,273 213,637

のれん 189,416 192,860

その他 17,446 42,206

無形固定資産合計 464,135 448,703

投資その他の資産

投資有価証券 117,331 17,257

関係会社株式 292,741 311,161

繰延税金資産 164,198 160,023

その他 104,400 100,465

貸倒引当金 △431 －

投資その他の資産合計 678,240 588,906

固定資産合計 1,193,162 1,091,800

資産合計 2,830,989 3,045,280
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(単位：千円)

前連結会計年度

(平成23年12月31日)

当第１四半期連結会計期間

(平成24年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 463,922 512,886

1年内返済予定の長期借入金 78,672 78,672

未払法人税等 84,170 125,478

賞与引当金 8,735 30,098

その他 213,047 213,164

流動負債合計 848,546 960,298

固定負債

長期借入金 131,104 111,436

資産除去債務 25,523 25,608

固定負債合計 156,627 137,044

負債合計 1,005,173 1,097,342

純資産の部

株主資本

資本金 271,315 272,070

資本剰余金 221,315 222,070

利益剰余金 1,468,858 1,589,093

自己株式 △153,036 △153,036

株主資本合計 1,808,452 1,930,196

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △217 △637

その他の包括利益累計額合計 △217 △637

新株予約権 1,180 1,021

少数株主持分 16,401 17,358

純資産合計 1,825,816 1,947,938

負債純資産合計 2,830,989 3,045,280
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

【四半期連結損益計算書】

 【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間
 (自 平成24年１月１日
  至 平成24年３月31日)

売上高 1,457,935

売上原価 896,202

売上総利益 561,733

販売費及び一般管理費 325,293

営業利益 236,440

営業外収益

受取利息及び配当金 1,648

持分法による投資利益 18,841

その他 3,471

営業外収益合計 23,959

営業外費用

支払利息 1,120

その他 429

営業外費用合計 1,549

経常利益 258,851

特別損失

固定資産除却損 2,042

特別損失合計 2,042

税金等調整前四半期純利益 256,809

法人税、住民税及び事業税 116,852

法人税等調整額 △3,328

法人税等合計 113,524

少数株主損益調整前四半期純利益 143,285

少数株主利益 957

四半期純利益 142,328
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【四半期連結包括利益計算書】

 【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間
 (自 平成24年１月１日
  至 平成24年３月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 143,285

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1

持分法適用会社に対する持分相当額 △420

その他の包括利益合計 △419

四半期包括利益 142,866

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 141,909

少数株主に係る四半期包括利益 957
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該当事項はありません。  

  

前第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１四半期連結累計

期間については記載しておりません。 

 なお、前第１四半期連結累計期間に代わる前第１四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。 

当第１四半期連結累計期間(自 平成24年１月１日 至 平成24年３月31日) 

 
(注) １ セグメント利益の「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。 

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（セグメント情報）

１．報告セグメントの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(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

売上高

  外部顧客への売上高 1,272,608 185,327 1,457,935 ― 1,457,935

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

718 5,868 6,586 △6,586 ―

計 1,273,326 191,195 1,464,521 △6,586 1,457,935

セグメント利益 313,921 8,150 322,071 △85,631 236,440

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象

㈱クロス・マーケティング(3629)　平成24年12月期　第１四半期決算短信

9



当社は、平成23年12月期第３四半期より連結財務諸表を作成しているため、当第１四半期連結累計期間の

比較期間について、前第１四半期累計期間の個別財務諸表を参考資料として記載しております。 

 

５．参考資料

四半期損益計算書

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
（自 平成23年１月１日

  至 平成23年３月31日）

売上高 1,105,746

売上原価 690,713

売上総利益 415,033

販売費及び一般管理費 240,741

営業利益 174,292

営業外収益

受取利息及び配当金 62

有価証券利息 858

業務受託料 600

補助金収入 2,241

その他 5

営業外収益合計 3,766

営業外費用

支払利息 39

自己株式取得費用 632

その他 20

営業外費用合計 691

経常利益 177,368

特別損失

固定資産除却損 1,517

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 10,866

税引前四半期純利益 166,502

法人税、住民税及び事業税 58,711

法人税等調整額 14,779

法人税等合計 73,489

四半期純利益 93,013
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