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1.  平成25年12月期第1四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25年3月31日） 

（注） １．当社は、平成25年２月18日を効力発生日として普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。 前連結会計年度の期首に当該株式分
      割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額を算定しております。 
    ２．当第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため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 ％

25年12月期第1四半期 1,550 6.3 354 49.8 350 35.2 204 43.5
24年12月期第1四半期 1,458 ― 236 ― 259 ― 142 ―

（注）包括利益 25年12月期第1四半期 207百万円 （44.6％） 24年12月期第1四半期 143百万円 （―％）

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

25年12月期第1四半期 34.46 ―
24年12月期第1四半期 23.48 23.28

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年12月期第1四半期 3,195 2,205 68.4
24年12月期 3,088 2,017 64.7
（参考） 自己資本   25年12月期第1四半期  2,185百万円 24年12月期  1,998百万円

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  
   なお、当社は平成25年２月18日を効力発生日として、普通株式１株を２株の割合で株式分割しており、平成25年12月期の配当金額は分割後の株式 
   数で算出しております。 

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

24年12月期 ― 6.50 ― 6.50 13.00
25年12月期 ―
25年12月期（予想） 5.00 ― 5.00 10.00

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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、当社は平成25年２月18日を効力発生日として、普通株式１株を２株の割合で株式分割しており、平成25年12月期の連結業績予想の１株当たり 
   当期純利益は分割後の株式数で算出しております。 

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) 2,979 15.7 314 40.1 313 21.6 172 18.2 29.02
通期 6,320 16.0 702 26.6 700 20.5 398 27.3 67.24



(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  

(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） 

（注） 当社は、平成25年２月18日を効力発生日として、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。 そのため、期末発行済株 
    式数（自己株式を含む）、 期末自己株式数及び期中平均株式数（四半期累計）は、当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたも 
    のと仮定して算定しております。 

※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 
  法に基づく四半期連結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。 

※  注記事項

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） 25年12月期1Q 6,553,800 株 24年12月期 6,553,800 株
② 期末自己株式数 25年12月期1Q 629,352 株 24年12月期 629,352 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期1Q 5,924,448 株 24年12月期1Q 6,061,922 株
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 当社グループの連結財政状態及び連結経営成績の分析は、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１四半期決算短信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） 

 
  

（リサーチ事業） 

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、既存顧客とのリレーション強化やこれま

で進めてきたサービスラインナップ拡充等を背景に、企画提案営業が奏功し、幅広い業界において新規

顧客開拓も進捗したことから、全体として売上高が拡大いたしました。また、案件毎の採算管理の強化

徹底のほか、減価償却費の減少等により、セグメント利益も大幅に増加いたしました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は1,356百万円（前年同四半期比6.5％増）、セ

グメント利益（営業利益）は476百万円（前年同四半期比51.7％増）となりました。 

（ITソリューション事業） 

ITソリューション事業におきましては、新商材の仕入れ・開発によるサービスラインナップの拡充や

新規顧客開拓機能の強化が奏功し、幅広い業種において受注を獲得した他、既存顧客における保守運用

業務が拡大いたしました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は218百万円（前年同四半期比13.8％増）、セ

グメント損失（営業損失）は3百万円（前年同四半期は8百万円の利益）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の連結財政状態は、資産については、流動資産が2,198百万円（前連結

会計年度末比150百万円増）となりました。主な項目としては、現金及び預金932百万円、受取手形及び

売掛金1,020百万円、有価証券100百万円となっております。固定資産は997百万円（前連結会計年度末

比43百万円減）となりました。主な項目としては、ソフトウェア168百万円、のれん172百万円、関係会

社株式311百万円、繰延税金資産123百万円となっております。その結果、総資産は3,195百万円（前連

結会計年度末比107百万円増）となりました。 

負債については、流動負債が925百万円（前連結会計年度末比61百万円減）となりました。主な項目

としては、買掛金が448百万円となっております。固定負債は66百万円（前連結会計年度末比20百万円

減）となりました。主な項目としては、資産除去債務が33百万円となっております。その結果、負債は

990百万円（前連結会計年度末比80百万円減）となりました。 

純資産は2,205百万円（前連結会計年度末比187百万円増）となりました。主な項目としては利益剰余

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１四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
至 平成25年３月31日)

増減額
（増減率）

売上高 1,458 1,550
92

（6.3％）

営業利益 236 354
118

（49.8％）

経常利益 259 350
91

（35.2％）

四半期純利益 142 204
62

（43.5％）

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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金が1,926百万円となっております。 

  

平成25年12月期第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成25年２月14日

に公表しました連結業績予想から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。 

  

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(注記事項)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

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24年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 862,198 931,801

受取手形及び売掛金 940,718 1,020,319

有価証券 100,176 100,075

仕掛品 41,355 45,061

繰延税金資産 57,964 40,730

その他 45,561 60,104

貸倒引当金 △489 △209

流動資産合計 2,047,483 2,197,881

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 45,218 44,576

工具、器具及び備品（純額） 28,977 22,928

有形固定資産合計 74,195 67,504

無形固定資産

ソフトウエア 186,136 168,317

のれん 177,362 172,196

その他 2,445 12,196

無形固定資産合計 365,943 352,709

投資その他の資産

投資有価証券 21,286 25,786

関係会社株式 315,242 310,920

繰延税金資産 146,904 123,252

その他 117,032 117,032

投資その他の資産合計 600,464 576,989

固定資産合計 1,040,602 997,203

資産合計 3,088,085 3,195,083

負債の部

流動負債

買掛金 422,862 447,652

1年内返済予定の長期借入金 78,672 78,672

未払法人税等 193,450 112,723

賞与引当金 75,186 46,455

その他 215,378 239,311

流動負債合計 985,548 924,813

固定負債

長期借入金 52,432 32,764

資産除去債務 32,770 32,869

固定負債合計 85,202 65,633

負債合計 1,070,751 990,446
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 274,402 274,402

資本剰余金 224,402 224,402

利益剰余金 1,740,921 1,925,848

自己株式 △242,972 △242,972

株主資本合計 1,996,753 2,181,681

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △88 522

為替換算調整勘定 1,415 2,969

その他の包括利益累計額合計 1,327 3,491

少数株主持分 19,254 19,466

純資産合計 2,017,334 2,204,638

負債純資産合計 3,088,085 3,195,083

5

㈱クロス・マーケティング(3629)  平成25年12月期 第１四半期決算短信



  

（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)

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日

 至 平成25年３月31日)

売上高 1,457,935 1,549,601

売上原価 896,202 858,424

売上総利益 561,733 691,177

販売費及び一般管理費 325,293 336,987

営業利益 236,440 354,190

営業外収益

受取利息及び配当金 1,648 162

補助金収入 2,417 2,635

持分法による投資利益 18,841 －

その他 1,054 617

営業外収益合計 23,959 3,414

営業外費用

支払利息 1,120 820

持分法による投資損失 － 4,903

為替差損 163 1,616

その他 267 284

営業外費用合計 1,549 7,623

経常利益 258,851 349,980

特別損失

固定資産除却損 2,042 117

特別損失合計 2,042 117

税金等調整前四半期純利益 256,809 349,863

法人税、住民税及び事業税 116,852 104,598

法人税等調整額 △3,328 40,871

法人税等合計 113,524 145,469

少数株主損益調整前四半期純利益 143,285 204,394

少数株主利益 957 212

四半期純利益 142,328 204,182
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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)

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日

 至 平成25年３月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 143,285 204,394

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1 30

為替換算調整勘定 － 1,554

持分法適用会社に対する持分相当額 △420 580

その他の包括利益合計 △419 2,164

四半期包括利益 142,866 206,558

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 141,909 206,346

少数株主に係る四半期包括利益 957 212
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 該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第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) 

１．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 

 
(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。 

  

２．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 

  該当事項はありません。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自  平成25年１月１日  至  平成25年３月31日) 

１．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 

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

  

２．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 

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】

(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

(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 1,352,952 196,649 1,549,601 ― 1,549,601

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

3,217 21,000 24,217 △24,217 ―

計 1,356,169 217,649 1,573,818 △24,217 1,549,601

セグメント利益又は損失（△） 476,222 △2,872 473,350 △119,160 354,190
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該当事項はありません。  

  

当社は、平成25年４月11日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式の消

却を行うことを決議いたしました。 

平成25年２月21日付「単独株式移転による持株会社設立に関するお知らせ」で公表しておりますと

おり、当社は、単独株式移転により、持株会社である株式会社クロス・マーケティンググループを平

成25年６月３日に設立予定でありますが、持株会社設立までに当社が保有する自己株式を消却するこ

とを定めた株式移転計画書の主旨に則り、自己株式の消却を行うものであります。 

 

  

  

（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

（自己株式の消却）

１．自己株式の消却を行う理由

２．自己株式の消却の内容

(１) 消却する株式の種類 当社普通株式

(２) 消却する株式の総数 当社が平成25年４月11日現在において保有する自己株式（629,352株）の全

て、及び株式移転に際して行使される会社法第806条第1項に定める反対株主

の株式買取請求に係る株式の買取によって取得する自己株式を含め、本件株

式移転の効力発生時の直前時において当社が保有する全ての自己株式

(３) 消却予定日 平成25年６月３日

なお、消却は、完全親会社「株式会社クロス・マーケティンググループ」が

当社の発行済株式の全てを取得する時点の直前時に行うこととします。
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