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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

　

回次 第９期中 第10期中 第11期中 第９期 第10期

会計期間

自 平成23年
   １月１日
至 平成23年
   ６月30日

自 平成24年
   １月１日
至 平成24年
   ６月30日

自 平成25年
   １月１日
至 平成25年
   ６月30日

自 平成23年
   １月１日
至 平成23年
   12月31日

自 平成24年
   １月１日
至 平成24年
   12月31日

売上高 (千円) ― ― 2,824,705 4,423,619 5,446,000

経常利益 (千円) ― ― 404,128 544,438 581,060

中間(当期)純利益 (千円) ― ― 261,854 329,910 312,993

中間包括利益又は
包括利益

(千円) ― ― 262,911 327,792 317,390

純資産額 (千円) ― ― 2,064,890 1,825,816 2,017,334

総資産額 (千円) ― ― 3,058,290 2,830,989 3,088,085

１株当たり純資産額 (円) ― ― 344.92 298.64 337.26

１株当たり中間
(当期)純利益金額

(円) ― ― 44.20 53.91 51.55

潜在株式調整後
１株当たり中間
(当期)純利益金額

(円) ― ― ― 53.09 51.22

自己資本比率 (％) ― ― 66.8 63.9 64.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― 396,549 296,023 502,847

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― 42,938 △587,021 156,080

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― △254,690 142,999 △205,549

現金及び現金同等物
の中間期末(期末)残高

(千円) ― ― 1,047,861 403,507 862,198

従業員数
(外、平均臨時雇用者数)

(名)
―
(―)

―
(―)

288
(86)

218
(58)

261
(72)

(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．第９期中及び第10期中については、中間連結財務諸表を作成していないため、記載しておりません。

３．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いましたが、第

９期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり中間（当期）純利益金額

及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額を算定しております。

４．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、第11期中においては、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。
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(2) 提出会社の経営指標等

　

回次 第９期中 第10期中 第11期中 第９期 第10期

会計期間

自 平成23年
   １月１日
至 平成23年
   ６月30日

自 平成24年
   １月１日
至 平成24年
   ６月30日

自 平成25年
   １月１日
至 平成25年
   ６月30日

自 平成23年
   １月１日
至 平成23年
   12月31日

自 平成24年
   １月１日
至 平成24年
   12月31日

売上高 (千円) ― ― 2,456,522 4,128,561 4,625,867

経常利益 (千円) ― ― 401,455 448,233 545,609

中間(当期)純利益 (千円) ― ― 261,799 234,543 281,588

資本金 (千円) ― ― 274,402 271,315 274,402

発行済株式総数 (千株) ― ― 5,924 3,244 3,277

純資産額 (千円) ― ― 1,823,549 1,625,238 1,780,973

総資産額 (千円) ― ― 2,728,771 2,520,695 2,725,179

１株当たり中間
(当期)純利益金額

(円) ― ― 44.19 38.33 46.38

潜在株式調整後
１株当たり中間
(当期)純利益金額

(円) ― ― ― 37.75 46.08

１株当たり配当額 (円) ― ― 74.3 10.50 13.00

自己資本比率 (％) ― ― 66.8 64.4 65.4

従業員数
(外、平均臨時雇用者数)

(名)
―
(―)

―
(―)

229
(80)

191
(54)

210
(65)

(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．第９期中及び第10期中については、中間財務諸表を作成していないため、記載しておりません。

３．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いましたが、第

９期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１

株当たり中間（当期）純利益金額を算定しております。

４．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、第11期中においては、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当社は、平成25年６月３日に単独株式移転により完全親会社として株式会社クロス・マーケティンググ

ループを設立し、その完全子会社となりました。

また、平成25年４月24日に株式会社UNCOVER TRUTHを、平成25年５月20日にTOMORROW COMPANY株式会社

を設立しております。

これに伴い当社グループは、親会社（㈱クロス・マーケティンググループ）、当社、子会社５社（㈱ク

ロス・コミュニケーション、イーシーリサーチ㈱、Cross Marketing China Inc.、㈱UNCOVER TRUTH、

TOMORROW COMPANY㈱）及び関連会社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10社により構成されることとなりました。

当社グループの事業における関係会社の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。

事業内容 主な関係会社

リサーチ事業
ネットリサーチを含め、市場調査に関する
事業全般を行っております。

㈱クロス・マーケティング
㈱リサーチパネル
㈱リサーチ・アンド・ディベロ
プメント

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を行っており
ます。

㈱クロス・コミュニケーション
イーシーリサーチ㈱
Cross Marketing China Inc.

その他事業

Webマーケティ
ング事業

WEB/MOBILEマーケティング、UI・UXコンサ
ルティングに関する事業を行っておりま
す。

㈱UNCOVER TRUTH

人材開発事業
人事コンサルティング、人材開発に関する
事業を行っております。

TOMORROW COMPANY㈱

　

３ 【関係会社の状況】

当中間連結会計期間において、新たに当社の関係会社となった会社は次のとおりであります。

名称 住所
資本金
(千円)

主要な事業の
内容

議決権の所有
(又は被所有)
割合(％)

関係内容

(親会社) 　 　 　 　 　

㈱クロス・マーケティ
ンググループ
(注)１

東京都
中央区

274,402

グループ会社
等の経営管理
及びそれに付
帯または関連
する業務等

(100.0) 役員の兼任 ５名

(連結子会社) 　 　 　 　 　

㈱UNCOVER TRUTH
(注)２

東京都
中央区

8,525 その他事業 82.4
WEB/MOBILE マーケティング、
UI・UXコンサルティングに関す
る事業の受託開発及び販売

TOMORROW COMPANY㈱
(注)３

東京都
中央区

3,000 その他事業 70.0
当社の人材開発・人事コンサル
ティングに関する業務

(注) １．平成25年６月３日付で単独株式移転により設立いたしました。同社は、有価証券報告書の提出会社でありま

す。

２．平成25年４月24日付で新規に設立いたしました。

３．平成25年５月20日付で新規に設立いたしました。
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４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 平成25年６月30日現在

セグメントの名称 従業員数(名)

リサーチ事業
198
(75)

ITソリューション事業
61
(6)

その他事業
3
(0)

全社（共通）
26
(5)

合計
288
(86)

(注) １．従業員数は、就業人員数を表示しております。

２．従業員数欄の( )内は外数であり、当中間連結会計期間の臨時従業員平均人員数であります。

３．臨時従業員には、人材派遣会社からの派遣社員、アルバイトを含みます。

４．全社（共通）は、経理及び人事等管理部門の従業員であります。

　

(2) 提出会社の状況

　 平成25年６月30日現在

従業員数(名)
229
(80)

(注) １．従業員数は、就業人員数を表示しております。

２．従業員数欄の(　)内は外数であり、当中間会計期間の臨時従業員平均人員数であります。

３．臨時従業員には、人材派遣会社からの派遣社員、アルバイトを含みます。

　

(3) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２ 【事業の状況】

当社は、前年同期においては四半期報告書を提出しており、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表は作

成しておりません。従って、前年同期との対比は行っておりません。

　
１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当中間連結会計期間は、「アベノミクス」による金融緩和が奏功し、円安・株高が進行するととも

に、日本経済の先行きに対する期待感から個人消費にも回復の兆しが見えはじめております。

このような経営環境のもと、当社はマーケティングリサーチを中心としながら、スマートフォンを

中心としたＩＴソリューションといったマーケティング領域全般に対する幅広いサービスの提供を進

めてまいりました。また、今後の成長のための人員・組織の強化や新たな事業分野・事業エリアの開

拓も積極的に推進いたしました。

この結果、当中間連結会計期間における売上高は2,825百万円、営業利益は388百万円、経常利益は

404百万円、中間純利益は262百万円となりました。

　

①　リサーチ事業

当中間連結会計期間のリサーチ事業におきましては、業界的な季節要因から売上、利益ともに保守

的に見込んでおりましたが、既存顧客との関係強化に努めるとともに、企画提案営業を推進したこと

により、当中間連結会計期間におきましても堅調に推移いたしました。

その結果、当中間連結会計期間におけるリサーチ事業の売上高は2,457百万円、セグメント利益

（営業利益）は711百万円となりました。

②　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、初期開発における売上高については年初における受注の遅

れがあったものの、既存顧客からの保守運用売上高を順調に積み上げることができました。

その結果、当中間連結会計期間におけるITソリューション事業の売上高は415百万円、セグメント

損失（営業損失）は10百万円となりました。

　

(2) キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は1,048百万円となりました。当中間連結

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。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動による資金の増加は397百万円となりました。主な要因は、仕入債務の減少72百万円の減

少要因があった一方で、税金等調整前中間純利益404百万円の計上、売上債権の減少150百万円等によ

る増加要因があったことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動による資金の増加は43百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出

8百万円、無形固定資産の取得による支出33百万円等の減少要因があった一方で、有価証券の売却に

よる収入100百万円等の増加要因があったことによるものであります。
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(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動による資金の減少は255百万円となりました。主な要因は、配当金の支払い219百万円、長

期借入金の返済による支出39百万円があったことによるものであります。

　

２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当社グループでは、販売実績のほとんどが生産実績であることから、記載を省略しております。

　

(2) 受注実績

当社グループでは、概ね受注から納品までの期間が短く、受注管理を行う必要性が乏しいため記載を

省略しております。

　

(3) 販売実績

当中間連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 金額(千円)

リサーチ事業 2,453,216

ITソリューション事業 371,490

その他事業 ―

合計 2,824,705

(注) １．セグメント間取引については、相殺消去しております。

２．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、当該割合が10%以上を占める

相手先がないため、記載を省略しております。

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

３ 【対処すべき課題】

当中間連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。

　

４ 【事業等のリスク】

当中間連結会計期間において、新たに生じた事業等のリスクはありません。
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５ 【経営上の重要な契約等】

当社は、平成25年２月21日開催の取締役会において、平成25年６月３日を期日として、当社単独による

株式移転（以下「本株式移転」といいます。）により純粋持株会社（完全親会社）である「株式会社クロ

ス・マーケティンググループ」（以下「持株会社」といいます。）を設立することを決議しました。ま

た、平成25年３月28日開催の第10回定時株主総会において、本株式移転が承認され、平成25年６月３日付

で持株会社を設立いたしました。

　
１．単独株式移転による持株会社設立の目的

当社は、平成15年４月１日に設立し、企業の事業活動に不可欠なリサーチ分野において、コスト・ス

ピード・スケールにすぐれたネットリサーチから事業を開始いたしました。大手調査会社との提携など

により事業を成長させてまいりましたが、ネットリサーチが普及したことにより顧客企業のリサーチ

ニーズも多様化したため、ネットリサーチ以外のオフライン調査を含めたマーケティングリサーチ領域

へとサービスの幅を拡大させ、より幅広いサービスをワンストップで提供する体制の構築を進めてまい

りました。

平成23年にはITの進展やスマートフォンの普及にともない、複雑化するマーケティング課題に対応す

るため、株式会社インデックスよりモバイルソリューション事業の一部を譲り受け、スマートフォンを

中心としたソリューションを提供するマーケティング領域へと事業を広げ、また平成24年には中国(上

海市）にアジア拠点となる子会社を設立するなど、グローバル展開への第一歩も進めてまいりました。

平成25年４月1日に設立10周年を迎えた当社が、次の10年に向かってさらに成長を加速させていくた

めには、現在主力としているマーケティングリサーチ領域を核としながらも、さらなる事業領域や事業

エリア拡大のため、新規事業の開発に加えて、Ｍ＆Ａ等を利用した事業再編により様々な組織・事業内

容を取り込んでいくことも想定しており、そのためには、今後の企業環境の変化に対応し、機動的かつ

弾力的に事業を行っていくための持株会社体制への移行が最適であると判断いたしました。

　
２．株式移転の要旨

(１)株式移転の日程

定時株主総会基準日 平成24年12月31日(月)

株式移転取締役会決議 平成25年２月21日(木)

株式移転承認定時株主総会 平成25年３月28日(木)

当社株式上場廃止日 平成25年５月29日(水)

持株会社設立登記日(本株式移転効力発生日) 平成25年６月３日(月)

持株会社株式上場日 平成25年６月３日(月)

(２)株式移転の方式

当社を株式移転完全子会社、持株会社を株式移転設立完全親会社とする単独株式移転です。

(３)株式移転に係る割当ての内容（株式移転比率）

　
㈱クロス・マーケティンググループ

（完全親会社・持株会社）
㈱クロス・マーケティング

（完全子会社）

普通株式 １ １

①株式移転比率

株式移転により持株会社が当社の発行済み株式の全部を取得する時点の直前時における当社の株

主の皆様に対し、その保有する当社普通株式１株につき設立する持株会社の普通株式１株を割当交

付いたしました。
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②単元株式数

持株会社は単元株制度を採用し、１単元の株式数を100株といたしました。

③株式移転比率の算定根拠

本株式移転におきましては、当社単独の株式移転によって完全親会社１社を設立するものであ

り、株式移転時の当社の株主構成と持株会社の株主構成に変化がないことから、株主の皆様に不利

益を与えないことを第一義として、株主の皆様の所有する当社普通株式１株に対して、持株会社の

普通株式１株を割当交付することといたしました。

④第三者機関による算定結果、算定方法及び算定根拠

上記③の理由により、第三者機関による算定は行っていません。

⑤本株式移転により交付する新株式数

普通株式　5,924,448株

なお、当社は、本株式移転による持株会社設立の直前時に保有する自己株式の全部629,352株

を、本株式移転の直前時をもって消却いたしました。

(４)株式移転に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

(５)持株会社の新規上場に関する取扱い

当社は、新たに設立する持株会社の株式について、株式会社東京証券取引所マザーズ市場への新規

上場を申請し、持株会社は平成25年６月３日に上場いたしました。また、当社は本株式移転により持

株会社の完全子会社となりますので、持株会社の上場に先立ち、平成25年５月29日（水）に株式会社

東京証券取引所マザーズ市場を上場廃止となりました。

　

３．株式移転により新たに設立する会社（持株会社・完全親会社）の概要

(1)商号 株式会社クロス・マーケティンググループ

(2)所在地 東京都中央区銀座八丁目15番２号

(3)代表者及び役員 取締役会長 桑田　瑞松

　 代表取締役社長 五十嵐　幹 ※1

　 取締役ＣＦＯ 人見　茂樹 ※1

　 監査役 町田　惠保 ※2

　 監査役 内田　輝紀 ※2

　 監査役 田原　泰明 ※2

　 ※1　当該取締役につきましては、当社取締役と兼務となりま

す。

　 ※2　当該監査役につきましては、当社監査役と兼務となりま

す。

(4)事業内容 グループ会社等の経営管理及びそれに付帯または関連

　 する業務等

(5)資本金 274,402千円

(6)決算期 12月31日

(7)純資産 1,963,787千円

(8)総資産 1,963,787千円

　

EDINET提出書類

株式会社クロス・マーケティング(E21588)

半期報告書

 9/59



　

６ 【研究開発活動】

当社グループは、多様化・高度化する顧客の要望に迅速に対応するため、新サービスの市場投入や業務

効率の改善などの研究開発活動を行っております。

当中間連結会計期間におきましては、主にITソリューション事業におきましてアプリテスト自動化ツー

ルの開発等の研究開発活動を行い、研究開発費は327千円となっております。

　

７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(１) 経営成績の分析

(売上高)

当中間連結会計期間の当社グループは、マーケティングリサーチを中心としながら、スマートフォ

ンを中心としたITソリューションといったマーケティング領域全般に対する幅広いサービスの提供を

進めてまいりました。

その結果、当中間連結会計期間における売上高は2,825百万円となりました。

(営業利益)

中長期的な成長を促すために、人員・組織の強化や新たな事業分野・事業エリアの開拓を積極的に

行っているため、採用費・人件費や新規事業に関するコストが増加しておりますが、売上高及び売上

総利益の増加により販売費及び一般管理費の増加分を吸収したため、営業利益は388百万円となりま

した。

(経常利益)

持分法による投資利益の計上により、経常利益は404百万円となりました。

(当期純利益)

法人税等及び少数株主損失の計上により、中間純利益は262百万円となりました。

　

(２)財政状態の分析

当中間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2,020百万円（前連結会計年度末

比28百万円減）となりました。主な項目としては、現金及び預金948百万円、受取手形及び売掛金791百

万円、有価証券100百万円となっております。固定資産は1,038百万円（同2百万円減）となりました。

主な項目としては、ソフトウェア174百万円、のれん167百万円、関係会社株式331百万円、繰延税金資

産124百万円となっております。その結果、総資産は3,058百万円（同30百万円減）となりました。

負債については、流動負債が940百万円（同45百万円減）となりました。主な項目としては、買掛金

351百万円となっております。固定負債は53百万円（同32百万円減）となりました。主な項目として

は、資産除去債務40百万円となっております。その結果、負債は993百万円（同77百万円減）となりま

した。

純資産は2,065百万円（同48百万円増）となりました。主な項目としては利益剰余金が1,541百万円と

なっております。

　

(３)キャッシュフローの状況

「第２ 事業の状況　１業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
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第３ 【設備の状況】

１ 【主要な設備の状況】

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

２ 【設備の新設、除却等の計画】

前連結会計年度末において、重要な設備の新設、改修及び除却等の計画はありません。また、当中間連

結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、改修及び除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 21,120,000

計 21,120,000

(注)　平成25年１月30日開催の取締役会決議により、平成25年２月18日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行

可能株式総数は10,560,000株増加し、21,120,000株となっております。

　

② 【発行済株式】

　

種類
中間会計期間末
現在発行数(株)

(平成25年６月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成25年９月20日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 5,924,448 5,924,448 ― (注)１、２

計 5,924,448 5,924,448 ― ―

(注) １．単元株式数は100株であります。

２．株式の譲渡制限に関する規定は次のとおりであります。

当社の発行する全部の株式について、会社法第107条第１項第１号に定める内容（いわゆる譲渡制限）に基

づいて、当該株式の譲渡または取得について取締役会の承認を要する旨を定款第６条において定めておりま

す。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の状況】

　

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成25年２月18日
(注) １

3,276,900 6,553,800 ― 274,402 ― 224,402

平成25年６月３日
(注) ２

△629,352 5,924,448 ― 274,402 ― 224,402

 (注) １．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、発行済株式総数は

3,276,900株増加しております。これによる資本金及び資本準備金の増減はありません。

 ２．発行済株式総数の減少は、自己株式の消却によるものであります。
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(6) 【大株主の状況】

　 　 平成25年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社クロス・マーケティン
ググループ

東京都中央区銀座8-15-2 5,924,448 100.0

計 ― 5,924,448 100.0

（注）当社は、平成25年６月３日付で単独株式移転の方法により、完全親会社である株式会社クロス・マーケティン

ググループを設立し、同社の完全子会社となりました。これに伴い、同日付をもって同社は当社の主要株主と

なっております。

　

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成25年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

5,924,400
59,244 ―

単元未満株式
普通株式

48
― ―

発行済株式総数 5,924,448 ― ―

総株主の議決権 ― 59,244 ―

（注）１．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、記載数

値は当該影響を考慮しております。

 ２．平成25年６月３日付、単独株式移転による持株会社設立の直前時に保有する自己株式の全部629,352株を、

当該株式移転の直前時をもって消却しております。

　

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

　

２ 【株価の推移】

当社株式は非上場でありますので、該当事項はありません。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号)に基づいて作成しております。

　

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号)に基づいて作成しております。

　

(3) 当社は、前年同期においては四半期報告書を提出しており、前中間連結会計期間(平成24年１月１日

から平成24年６月30日まで)の中間連結財務諸表及び前中間会計期間(平成24年１月１日から平成24年６

月30日まで)の中間財務諸表は作成しておりません。従って、前中間連結会計期間及び前中間会計期間

との対比は行っておりません。

なお、参考として、前第２四半期連結会計期間末(平成24年６月30日現在)の四半期連結貸借対照表並

びに前第２四半期連結累計期間(平成24年１月１日から平成24年６月30日まで)の四半期連結損益計算書

及び四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を「１　中間連結財務諸表等」

の「(2) その他 」に記載しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間(平成25年１月１日から

平成25年６月30日まで)及び中間会計期間(平成25年１月１日から平成25年６月30日まで)の中間連結財務

諸表及び中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。
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１【中間連結財務諸表等】
(1)【中間連結財務諸表】
①【中間連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年12月31日)

当中間連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 862,198 947,849

受取手形及び売掛金 940,718 790,922

有価証券 100,176 100,013

仕掛品 41,355 65,431

繰延税金資産 57,964 63,490

その他 45,561 52,396

貸倒引当金 △489 △168

流動資産合計 2,047,483 2,019,932

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 45,218 51,914

工具、器具及び備品（純額）
※2 28,977 ※2 21,724

有形固定資産合計
※1 74,195 ※1 73,637

無形固定資産

ソフトウエア
※2 186,136 173,596

のれん 177,362 167,030

その他 2,445 5,647

無形固定資産合計 365,943 346,273

投資その他の資産

投資有価証券 21,286 25,789

関係会社株式 315,242 331,052

繰延税金資産 146,904 124,186

その他 117,032 137,420

投資その他の資産合計 600,464 618,448

固定資産合計 1,040,602 1,038,358

資産合計 3,088,085 3,058,290

負債の部

流動負債

買掛金 422,862 350,924

1年内返済予定の長期借入金 78,672 78,672

未払法人税等 193,450 169,454

賞与引当金 75,186 91,202

その他 215,378 250,074

流動負債合計 985,548 940,326

固定負債

長期借入金 52,432 13,096

資産除去債務 32,770 39,977

固定負債合計 85,202 53,073

負債合計 1,070,751 993,399
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年12月31日)

当中間連結会計期間
(平成25年６月30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 1,540,548

自己株式 △242,972 －

株主資本合計 1,996,753 2,039,353

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △88 57

為替換算調整勘定 1,415 4,075

その他の包括利益累計額合計 1,327 4,132

少数株主持分 19,254 21,405

純資産合計 2,017,334 2,064,890

負債純資産合計 3,088,085 3,058,290
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②【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】

(単位：千円)

当中間連結会計期間
(自 平成25年１月１日
　至 平成25年６月30日)

売上高 2,824,705

売上原価 1,662,922

売上総利益 1,161,783

販売費及び一般管理費
※1 774,007

営業利益 387,776

営業外収益

受取利息及び配当金 285

補助金収入 2,999

持分法による投資利益 15,697

その他 1,025

営業外収益合計 20,007

営業外費用

支払利息 1,319

為替差損 2,053

その他 284

営業外費用合計 3,655

経常利益 404,128

特別損失

固定資産除却損
※2 117

特別損失合計 117

税金等調整前中間純利益 404,011

法人税、住民税及び事業税 126,731

法人税等調整額 17,174

法人税等合計 143,905

少数株主損益調整前中間純利益 260,106

少数株主損失（△） △1,749

中間純利益 261,854
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【中間連結包括利益計算書】
(単位：千円)

当中間連結会計期間
(自 平成25年１月１日
　至 平成25年６月30日)

少数株主損益調整前中間純利益 260,106

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 32

為替換算調整勘定 2,660

持分法適用会社に対する持分相当額 113

その他の包括利益合計 2,805

中間包括利益 262,911

（内訳）

親会社株主に係る中間包括利益 264,659

少数株主に係る中間包括利益 △1,749
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③【中間連結株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

当中間連結会計期間
(自 平成25年１月１日
　至 平成25年６月30日)

株主資本

資本金

当期首残高 274,402

当中間期変動額

当中間期変動額合計 －

当中間期末残高 274,402

資本剰余金

当期首残高 224,402

当中間期変動額

当中間期変動額合計 －

当中間期末残高 224,402

利益剰余金

当期首残高 1,740,921

当中間期変動額

剰余金の配当 △219,254

中間純利益 261,854

自己株式の消却 △242,972

当中間期変動額合計 △200,372

当中間期末残高 1,540,548

自己株式

当期首残高 △242,972

当中間期変動額

自己株式の消却 242,972

当中間期変動額合計 242,972

当中間期末残高 －

株主資本合計

当期首残高 1,996,753

当中間期変動額

剰余金の配当 △219,254

中間純利益 261,854

自己株式の消却 －

当中間期変動額合計 42,600

当中間期末残高 2,039,353
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(単位：千円)

当中間連結会計期間
(自 平成25年１月１日
　至 平成25年６月30日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

当期首残高 △88

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額
（純額）

144

当中間期変動額合計 144

当中間期末残高 57

為替換算調整勘定

当期首残高 1,415

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額
（純額）

2,660

当中間期変動額合計 2,660

当中間期末残高 4,075

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 1,327

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額
（純額）

2,805

当中間期変動額合計 2,805

当中間期末残高 4,132

少数株主持分

当期首残高 19,254

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

2,151

当中間期変動額合計 2,151

当中間期末残高 21,405

純資産合計

当期首残高 2,017,334

当中間期変動額

剰余金の配当 △219,254

中間純利益 261,854

自己株式の消却 －

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

4,956

当中間期変動額合計 47,556

当中間期末残高 2,064,890
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④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

当中間連結会計期間
(自 平成25年１月１日
　至 平成25年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益 404,011

減価償却費 56,224

のれん償却額 10,332

貸倒引当金の増減額（△は減少） △321

賞与引当金の増減額（△は減少） 16,016

受取利息及び受取配当金 △285

補助金収入 △2,999

支払利息 1,319

為替差損益（△は益） 2,057

固定資産除却損 117

持分法による投資損益（△は益） △15,697

売上債権の増減額（△は増加） 149,750

たな卸資産の増減額（△は増加） △24,084

仕入債務の増減額（△は減少） △72,159

その他 23,749

小計 548,030

利息及び配当金の受取額 516

利息の支払額 △1,132

法人税等の支払額 △150,865

営業活動によるキャッシュ・フロー 396,549

投資活動によるキャッシュ・フロー

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 △4,738

有形固定資産の取得による支出 △8,130

無形固定資産の取得による支出 △33,347

貸付けによる支出 △2,963

貸付金の回収による収入 2,790

補助金の受取額 9,713

その他 △20,388

投資活動によるキャッシュ・フロー 42,938

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △39,336

配当金の支払額 △219,254

少数株主からの払込みによる収入 3,900

財務活動によるキャッシュ・フロー △254,690

現金及び現金同等物に係る換算差額 867

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 185,663

現金及び現金同等物の期首残高 862,198

現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,047,861
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【中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

１．連結の範囲に関する事項

連結子会社の数

５社

主要な連結子会社の名称

株式会社クロス・コミュニケーション

イーシーリサーチ株式会社

Cross Marketing China Inc.

株式会社UNCOVER TRUTH

TOMORROW COMPANY株式会社

　なお、当中間連結会計期間において、新たに株式会社UNCOVER TRUTH及びTOMORROW COMPANY株式会社

を設立したため、連結の範囲に含めております。

　

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数

２社

主要な会社等の名称

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関連会社の名称

持分法非適用関連会社の名称

アール・アンド・ディー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関連会社は、中間純損益（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、中間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．連結子会社の中間決算日等に関する事項

連結子会社の中間決算日は、中間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

中間連結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。
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なお、投資事業有限責任組合への出資金（金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみなされ

るもの）については組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、

持分相当額を純額で取り込む方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。

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

   （イ）有形固定資産

定額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　　　　　　　　　　２年～18年

・工具、器具及び備品　　　２年～15年

   （ロ）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（２年～５年）に基づいて

おります。

 (3) 重要な引当金の計上基準

   （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中間連結会計期間に負担

すべき金額を計上しております。

 (4) のれんの償却方法及び償却期間

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。

 (5) 重要な外貨建資産および負債の本邦通貨への換算基準

在外子会社の資産および負債、収益および費用は、在外子会社の中間連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。

 (6) 中間連結キャッシュ・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。

 (7) その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項

   消費税等の会計処理

     税抜方式を採用しております。
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【注記事項】

(中間連結貸借対照表関係)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

　
前連結会計年度

(平成24年12月31日)
当中間連結会計期間
(平成25年６月30日)

建物 36,110千円 40,186千円

工具、器具及び備品 96,050千円 75,426千円

　　

　
※２ 固定資産のうち補助金の受入による圧縮記帳額

 
前連結会計年度

(平成24年12月31日)
当中間連結会計期間
(平成25年６月30日)

工具、器具及び備品 8,088千円 5,312千円

ソフトウェア 1,853千円 －千円

　

　
　３ 運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。

当中間連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

　

　
前連結会計年度

(平成24年12月31日)
当中間連結会計期間
(平成25年６月30日)

当座貸越極度額の総額 100,000千円 600,000千円

借入実行残高 －千円 －千円

差引額 100,000千円 600,000千円

　

　
(中間連結損益計算書関係)

※１  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

　

　
当中間連結会計期間

(自 平成25年１月１日
至 平成25年６月30日)

給与賞与 290,529千円

賞与引当金繰入額 40,915千円

　

※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

　

　
当中間連結会計期間

(自 平成25年１月１日
至 平成25年６月30日)

工具、器具及び備品 117千円
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(中間連結株主資本等変動計算書関係)

当中間連結会計期間(自 平成25年１月１日 至 平成25年６月30日)

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 3,276,900 3,276,900 629,352 5,924,448

　

（変動事由の概要）

　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、その後平成25年６月３日

付、単独株式移転による持株会社設立の直前時に、保有する全ての自己株式を消却しております。

　

２．自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 314,676 314,676 629,352 －

　

（変動事由の概要）

　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、その後平成25年６月３日

付、単独株式移転による持株会社設立の直前時に、保有する全ての自己株式を消却しております。

　

３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

金銭による配当

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25年３月28日
定時株主総会

普通株式 19,254 6.5 平成24年12月31日 平成25年３月29日

　

金銭以外による配当

当社は、平成25年６月20日の臨時株主総会開催時点において、議決権割合の100％を有する株主である

株式会社クロス・マーケティンググループに対して、平成25年６月26日を剰余金の配当効力日とする現物

配当を実施しております。

決議 株式の種類 配当財産の種類
配当財産の帳簿
価額(千円)

１株当たり配当
額(円)

平成25年６月20日
臨時株主総会

普通株式 有価証券 200,000 33.8

　

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後とな

るもの

金銭以外による配当

当社は、平成25年６月20日の臨時株主総会開催時点において、議決権割合の100％を有する株主である

株式会社クロス・マーケティンググループに対して、平成25年７月１日を剰余金の配当効力日とする現物

配当を決議しております。

決議 株式の種類 配当の原資 配当財産の種類
配当財産の帳簿
価額(千円)

１株当たり配当
額(円)

平成25年６月20日
臨時株主総会

普通株式 利益剰余金 貸付金 240,000 40.5
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次

のとおりであります。

　

　
当中間連結会計期間

(自 平成25年１月１日
至 平成25年６月30日)

現金及び預金 947,849千円

有価証券勘定 100,013千円

現金及び現金同等物 1,047,861千円

　

(リース取引関係)

　　　該当事項はありません。

　

　

(金融商品関係)

金融商品の時価等に関する事項

中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、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。)。

　

前連結会計年度(平成24年12月31日)

 

　
連結貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額
(千円)

(1) 現金及び預金 862,198 862,198 －

(2) 受取手形及び売掛金 940,718 940,718 －

(3) 有価証券及び投資有価証券 　 　 　

 ① 満期保有目的の債券 100,176 100,090 △86

 ② その他有価証券 186 186 －

資産計 1,903,277 1,903,191 △86

(1) 買掛金 422,862 422,862 －

(2) 未払法人税等 193,450 193,450 －

(3) 長期借入金(※) 131,104 131,104 －

負債計 747,416 747,416 －

(※) 1年以内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めて表示しております。

　

EDINET提出書類

株式会社クロス・マーケティング(E21588)

半期報告書

26/59



　

当中間連結会計期間(平成25年６月30日)

 

　
中間連結貸借対照表

計上額(千円)
時価
(千円)

差額
(千円)

(1) 現金及び預金 947,849 947,849 －

(2) 受取手形及び売掛金 790,922 790,922 －

(3) 有価証券及び投資有価証券 　 　 　

 ① 満期保有目的の債券 － － －

 ② その他有価証券 100,248 100,248 －

資産計 1,839,018 1,839,018 －

(1) 買掛金 350,924 350,924 －

(2) 未払法人税等 169,454 169,454 －

(3) 長期借入金(※) 91,768 91,768 －

負債計 612,146 612,146 －

(※) 1年以内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めて表示しております。

　
(注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

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、株式等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。

　
負  債

(1) 買掛金、(2) 未払法人税等

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。

　
(3) 長期借入金

これらはすべて金利変動によるものであり、短期間で市場金利を反映することから、時価は帳簿価額と近似して

いると考えられるため、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の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)
　 　 (単位：千円)

区分 平成24年12月31日 平成25年６月30日

非上場株式(※１) 17,100 21,838

関係会社株式(※２) 315,242 331,052

投資事業有限責任組合出資金
(※１)

4,000 3,717

(※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。　
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(有価証券関係)

１．満期保有目的の債券

前連結会計年度(平成24年12月31日)

区分
連結貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額
(千円)

時価が連結貸借対照表計上額を
超えないもの

100,176 100,090 △86

合計 100,176 100,090 △86

　

当中間連結会計期間(平成25年６月30日)

　
該当事項はありません。

　

２．その他有価証券

前連結会計年度(平成24年12月31日)

区分
連結貸借対照表計上額

(千円)
取得原価
(千円)

差額
(千円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

　 　 　

 株式 186 147 39

小計 186 147 39

合計 186 147 39

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額17,100千円）および投資事業有限責任組合出資金（連結貸借対照表計上額

4,000千円）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。

 

当中間連結会計期間(平成25年６月30日)

区分
中間連結貸借対照表

計上額(千円)
取得原価
(千円)

差額
(千円)

中間連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

　 　 　

 株式 235 147 88

小計 235 147 88

合計 235 147 88

（注）１．非上場株式（連結貸借対照表計上額21,838千円）および投資事業有限責任組合出資金（連結貸借対照表計

上額3,717千円）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。

 ２．有価証券（連結貸借対照表計上額100,013千円）はフリーファイナンシャルファンドであり、預金と同様の

性格を有することから、取得原価をもって連結貸借対照表価額とし、上表の「その他有価証券」には含めて

おりません。

.　

(デリバティブ取引関係)

　　 当社グループは、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。

　

　
(ストック・オプション等関係)

　　該当事項はありません。
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(企業結合等関係)

当中間連結会計期間(自　平成25年１月１日 至 平成25年６月30日)

共通支配下の取引等

１．取引の概要

　当社の取締役会（平成25年２月21日）及び定時株主総会（平成25年３月28日）において、単独株式

移転により持株会社「株式会社クロス・マーケティンググループ」を設立することを決議し、平成25

年６月３日に設立いたしました。

(１)　結合当事企業の名称及び事業の内容

　　名　　　称 ： 株式会社クロス・マーケティング（当社）

　　事業の内容 ： リサーチ事業及びITソリューション事業

(２)　企業結合日

　　平成25年６月３日

(３)　企業結合の法的形式

　　単独株式移転による持株会社設立

(４)　結合後企業の名称

　　株式会社クロス・マーケティンググループ

(５)　企業結合の目的

　当社は、平成15年４月１日に設立し、企業の事業活動に不可欠なリサーチ分野において、コスト・

スピード・スケールにすぐれたネットリサーチから事業を開始いたしました。大手調査会社との提携

などにより事業を成長させてまいりましたが、ネットリサーチが普及したことにより顧客企業のリ

サーチニーズも多様化したため、ネットリサーチ以外のオフライン調査を含めたマーケティングリ

サーチ領域へとサービスの幅を拡大させ、より幅広いサービスをワンストップで提供する体制の構築

を進めてまいりました。

　平成23年にはITの進展やスマートフォンの普及にともない、複雑化するマーケティング課題に対応

するため、株式会社インデックスよりモバイルソリューション事業の一部を譲り受け、スマートフォ

ンを中心としたソリューションを提供するマーケティング領域へと事業を広げ、また平成24年には中

国(上海市）にアジア拠点となる子会社を設立するなど、グローバル展開への第一歩も進めてまいりま

した。

　平成25年４月1日に設立10周年を迎えた当社が、次の10年に向かってさらに成長を加速させていくた

めには、現在主力としているマーケティングリサーチ領域を核としながらも、さらなる事業領域や事

業エリア拡大のため、新規事業の開発に加えて、Ｍ＆Ａ等を利用した事業再編により様々な組織・事

業内容を取り込んでいくことも想定しており、そのためには、今後の企業環境の変化に対応し、機動

的かつ弾力的に事業を行っていくための持株会社体制への移行が最適であると判断いたしました。

　
２．実施した会計処理の概要

　「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）及び「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）

に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
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(資産除去債務関係)

当該資産除去債務の総額の増減

　

 
前連結会計年度

(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成25年１月１日
至 平成25年６月30日)

期首残高 25,523千円 32,770千円

有形固定資産の取得に伴う増加額 6,891千円 7,011千円

時の経過による調整額 356千円 196千円

中間期末(期末)残高 32,770千円 39,977千円

　

(賃貸等不動産関係)

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

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。

当社グループは、ネットリサーチ事業並びにリサーチ事業を主体に事業活動を展開するとともに、マー

ケティングリサーチに関するソリューション事業やモバイル向けソリューション事業を行っております。

また、㈱UNCOVER TRUTH並びにTOMORROW COMPANY㈱の設立に伴い、WEB/MOBILEマーケティング、UI・UXコ

ンサルティング事業並びに人事コンサルティング、人材開発に関する事業を開始いたしました。

従いまして、当社グループはそれぞれの事業規模を勘案し「リサーチ事業」、「ITソリューション事

業」及び「その他事業」の３つを報告セグメントとしております。「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を、「ITソリューション事業」はモバイルを中心とした企画・開発・運

用事業とプロモーション事業を、「その他事業」はWEBを利用したマーケティングや人事コンサルティン

グに関する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、負債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。

なお、セグメント間の内部売上高及び振替高は、市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しており

ます。

　

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

当中間連結会計期間(自 平成25年１月１日 至 平成25年６月30日)

　 　 　 (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

その他事業 計

売上高 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 2,453,216 371,490 ― 2,824,705 ― 2,824,705

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

3,307 43,904 4,000 51,211 △51,211 ―

計 2,456,522 415,394 4,000 2,875,916 △51,211 2,824,705

セグメント利益又は損失
(△)

711,300 △9,836 △24,998 676,466 △288,689 387,776

セグメント資産 2,628,278 577,013 26,685 3,231,976 △173,687 3,058,290

その他の項目 　 　 　 　 　 　

  減価償却費 49,551 5,938 281 55,770 455 56,224

　のれんの償却額 ― 10,332 ― 10,332 ― 10,332

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

17,716 17,646 14,673 50,034 1,527 51,561

(注) １．セグメント利益又は損失(△)の調整額△288,689千円は、セグメント間取引消去4,520千円及び各報告セグメ

ントに配分していない全社費用△293,210千円が含まれております。全社費用は、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。
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２．セグメント資産の調整額△173,687千円は、セグメント間消去△309,262千円及び各報告セグメントに配分し

ていない全社資産135,576千円が含まれております。全社資産の主なものは、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．セグメント利益の合計額は、中間連結損益計算書の営業利益と一致しております。

　

【関連情報】

当中間連結会計期間(自 平成25年１月１日 至 平成25年６月30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

外部顧客への売上高のうち、中間連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、

記載を省略しております。

　

【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】

当中間連結会計期間(自 平成25年１月１日 至 平成25年６月30日)

該当事項はありません。

　

【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】

当中間連結会計期間(自 平成25年１月１日 至 平成25年６月30日)

　 　 　 (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
その他事業 計

当中間期末
残高

― 167,030 ― 167,030 ― 167,030

(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。 

　

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

当中間連結会計期間(自 平成25年１月１日 至 平成25年６月30日)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり純資産額及び算定上の基礎並びに１株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下の

とおりであります。

　

項目
前連結会計年度

(平成24年12月31日)
当中間連結会計期間
(平成25年６月30日)

(1) １株当たり純資産額 337.26円 344.92円

   (算定上の基礎) 　 　

    純資産の部の合計額(千円) 2,017,334 2,064,890

    純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 19,254 21,405

   (うち少数株主持分(千円)) (19,254) (21,405)

    普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額(千円) 1,998,080 2,043,485

   普通株式の発行済株式数(千株) 6,554 5,924

   普通株式の自己株式数(千株) 629 ―

   １株当たり純資産額の算定に用いられた
   中間期末(期末)の普通株式の数(千株)

5,924 5,924

　

項目
当中間連結会計期間

(自 平成25年１月１日
至 平成25年６月30日)

(2) １株当たり中間純利益金額 44.20円

   (算定上の基礎) 　

    中間純利益金額(千円) 261,854

   普通株主に帰属しない金額(千円) ―

    普通株式に係る中間純利益金額(千円) 261,854

   普通株式の期中平均株式数(千株) 5,924

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要

―

(注) １．当社は、平成25年１月30日開催の取締役会の決議に基づき、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株当たり純資産額及び１株当たり中間純利益金額を算定しております。

２．潜在株式調整後１株当たり中間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。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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(2) 【その他】

①現物配当について

当社は、平成25年７月19日の臨時株主総会開催時点において、議決権割合の100％を有する株主であ

る株式会社クロス・マーケティンググループに対して、次のとおり現物配当を行うことを決議しており

ます。

　　配当財産の種類　                         有価証券

　　配 当 財 産 の 帳 簿 価 額 　　　　　　　　　　 250,000 千

円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　１株当たり配当額                         　42.2円

　　剰余金の配当が効力を生じる日   　平成25年７月22日

　　配当の原資　　　　　　　　　　　　　　　利益剰余金

　（注）配当財産である有価証券のうち150,000千円は、当社が平成25年７月に取得したものであります。
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②前年同期における四半期報告書について

前年同期においては四半期報告書を提出しており、前中間連結会計期間(平成24年１月１日から平成

24年６月30日まで)の中間連結財務諸表は作成していないため、以下に参考情報として前第２四半期連

結会計期間末(平成24年６月30日)の四半期連結貸借対照表、前第２四半期連結累計期間(平成24年１月

１日から平成24年６月30日まで)の四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び四半期連結

キャッシュ・フロー計算書を記載しております。

　

１ 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表
(単位：千円)

　
前第２四半期連結会計期間

(平成24年６月30日)

資産の部 　

 流動資産 　

   現金及び預金 616,264

   受取手形及び売掛金 768,734

   有価証券 300,543

   仕掛品 52,871

   繰延税金資産 53,149

   その他 52,638

   貸倒引当金 △470

   流動資産合計 1,843,728

 固定資産 　

   有形固定資産 　

     建物（純額） 27,407

     工具、器具及び備品（純額） 21,967

     有形固定資産合計 49,374

   無形固定資産 　

     ソフトウエア 214,813

     のれん 187,694

     その他 2,009

     無形固定資産合計 404,516

   投資その他の資産 　

     投資有価証券 19,769

     関係会社株式 320,787

     繰延税金資産 165,522

     その他 104,065

     貸倒引当金 △154

     投資その他の資産合計 609,990

   固定資産合計 1,063,879

 資産合計 2,907,608
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(単位：千円)

　
前第２四半期連結会計期間

(平成24年６月30日)

負債の部 　

 流動負債 　

   買掛金 329,375

   1年内返済予定の長期借入金 78,672

   未払法人税等 150,251

   賞与引当金 78,389

   その他 203,629

   流動負債合計 840,316

 固定負債 　

   長期借入金 91,768

   資産除去債務 25,693

   固定負債合計 117,461

 負債合計 957,777

純資産の部 　

 株主資本 　

   資本金 272,070

   資本剰余金 222,070

   利益剰余金 1,593,044

   自己株式 △153,036

   株主資本合計 1,934,148

 その他の包括利益累計額 　

   その他有価証券評価差額金 △274

   為替換算調整勘定 △1,266

   その他の包括利益累計額合計 △1,539

 新株予約権 1,021

 少数株主持分 16,201

 純資産合計 1,949,830

負債純資産合計 2,907,608
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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２四半期連結累計期間
(単位：千円)

　
前第２四半期連結累計期間
(自　平成24年１月１日
至　平成24年６月30日)

売上高 2,575,587

売上原価 1,665,533

売上総利益 910,054

販売費及び一般管理費 ※  685,540

営業利益 224,514

営業外収益 　

 受取利息及び配当金 3,119

 持分法による投資利益 28,111

 その他 4,665

 営業外収益合計 35,896

営業外費用 　

 支払利息 1,948

 その他 654

 営業外費用合計 2,602

経常利益 257,807

特別損失 　

 固定資産除却損 2,044

 特別損失合計 2,044

税金等調整前四半期純利益 255,763

法人税、住民税及び事業税 139,952

法人税等調整額 △29,368

法人税等合計 110,584

少数株主損益調整前四半期純利益 145,179

少数株主損失（△） △200

四半期純利益 145,379

　

四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間
(単位：千円)

　
前第２四半期連結累計期間
(自　平成24年１月１日
至　平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 145,179

その他の包括利益 　

 その他有価証券評価差額金 9

 為替換算調整勘定 △1,266

 持分法適用会社に対する持分相当額 △65

 その他の包括利益合計 △1,322

四半期包括利益 143,857

（内訳） 　

 親会社株主に係る四半期包括利益 144,057

 少数株主に係る四半期包括利益 △200
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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)

　
前第２四半期連結累計期間
(自　平成24年１月１日
至　平成24年６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 255,763

 減価償却費 101,155

 のれん償却額 10,332

 長期前払費用償却額 6,000

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △159

 賞与引当金の増減額（△は減少） 69,654

 受取利息及び受取配当金 △3,119

 補助金収入 △2,417

 支払利息 1,948

 為替差損益（△は益） △1,188

 固定資産除却損 2,044

 持分法による投資損益（△は益） △28,111

 売上債権の増減額（△は増加） 38,030

 たな卸資産の増減額（△は増加） △9,333

 仕入債務の増減額（△は減少） △134,547

 その他 11,543

 小計 317,596

 利息及び配当金の受取額 2,742

 利息の支払額 △1,927

 法人税等の支払額 △74,732

 営業活動によるキャッシュ・フロー 243,678

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 △100,400

 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 △2,500

 投資有価証券の売却による収入 100,000

 有形固定資産の取得による支出 △16,028

 無形固定資産の取得による支出 △62,010

 貸付けによる支出 △3,670

 補助金の受取額 12,358

 その他 △3,246

 投資活動によるキャッシュ・フロー 24,505

財務活動によるキャッシュ・フロー 　

 長期借入金の返済による支出 △39,336

 株式の発行による収入 1,350

 配当金の支払額 △21,158

 財務活動によるキャッシュ・フロー △59,144

現金及び現金同等物に係る換算差額 △78

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 208,961

現金及び現金同等物の期首残高 403,507

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 3,796

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 616,264
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継続企業の前提に関する事項

　該当事項はありません。

　

連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更

　
前第２四半期連結累計期間

(自 平成24年１月１日 至 平成24年６月30日)

連結の範囲の重要な変更

第１四半期連結会計期間より、新たに設立した株式会社ユニクラウドを連結の範囲に含めております。

また従来は非連結子会社であったイーシーリサーチ株式会社は、クロス・マーケティンググループの中国

拠　　点としてCross Marketing China Inc.を新規設立しております。これにより、グループ内におけるイー

シーリサーチ株式会社の重要性が増したため、第１四半期連結会計期間より、同社及びCross Marketing China

Inc.を連結の範囲に含めております。

　

追加情報

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日 至 平成24年６月30日)

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）　

　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。

　

注記事項

(四半期連結貸借対照表関係)

該当事項はありません。

　

(四半期連結損益計算書関係)

前第２四半期連結累計期間
(自　平成24年１月１日
至　平成24年６月30日)

※　販売費及び一般管理費の主なもの

給与手当 288,669千円

賞与引当金繰入 40,646千円

貸倒引当金繰入 271千円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第２四半期連結累計期間
(自　平成24年１月１日
至　平成24年６月30日)

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲載されている科目の金額との関係

現金及び預金 616,264千円

現金及び現金同等物 616,264千円
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(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自 平成24年１月１日 至 平成24年６月30日)

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 配当の原資

平成24年３月28日
定時株主総会

普通株式 21,193 7.00 平成23年12月31日 平成24年３月29日 利益剰余金

　

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間の末日後となるもの

　

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 配当の原資

平成24年８月13日
取締役会

普通株式 19,737 6.50 平成24年６月30日 平成24年９月10日 利益剰余金

　

３．株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。

　

(セグメント情報等)

セグメント情報

　 前第２四半期連結累計期間(自 平成24年１月１日 至 平成24年６月30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

　 　 　 　 (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 2,217,390 358,197 2,575,587 ― 2,575,587

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

2,168 11,594 13,761 △13,761 ―

計 2,219,558 369,791 2,589,348 △13,761 2,575,587

セグメント利益 411,969 △14,493 397,476 △172,961 224,514

(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。
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(金融商品関係)

前第２四半期連結会計期間末(平成24年６月30日)

該当事項はありません。

　

　

　

(有価証券関係)

前第２四半期連結会計期間末（平成24年６月30日）

該当事項はありません。

　

　

　

(デリバティブ取引関係)

前第２四半期連結会計期間末（平成24年６月30日）

該当事項はありません。

　

　

　

(企業結合等関係)

前第２四半期連結会計期間末（平成24年６月30日）

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及

び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年６月30日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 23.96円

    (算定上の基礎) 　

   四半期純利益金額(千円) 145,379

    普通株主に帰属しない金額 －

    普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 145,379

   普通株式の期中平均株式数(千株) 6,067

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 23.78円

    (算定上の基礎) 　

    四半期純利益調整額(百万円) －

   普通株式増加数(千株) 46

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

－

(注)　当社は、平成25年１月30日開催の取締役会の決議に基づき、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。

　
(重要な後発事象)

該当事項はありません。　
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２【中間財務諸表等】
(1)【中間財務諸表】
①【中間貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成24年12月31日)

当中間会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 732,317 802,402

受取手形 106,414 71,879

売掛金 692,773 633,018

有価証券 100,176 100,013

仕掛品 38,377 54,428

貯蔵品 692 689

繰延税金資産 46,887 50,233

短期貸付金 31,790 31,963

その他 46,471 65,292

貸倒引当金 △407 △149

流動資産合計 1,795,490 1,809,768

固定資産

有形固定資産

建物 81,327 92,099

減価償却累計額 △36,110 △40,186

建物（純額） 45,218 51,914

工具、器具及び備品
※1 124,724 ※1 95,670

減価償却累計額 △95,876 △75,121

工具、器具及び備品（純額） 28,848 20,549

有形固定資産合計 74,066 72,463

無形固定資産

ソフトウエア
※1 178,189 142,844

その他 177 2,398

無形固定資産合計 178,366 145,242

投資その他の資産

投資有価証券 21,286 25,789

関係会社株式 245,303 261,403

関係会社長期貸付金 240,000 240,000

敷金 113,432 133,820

繰延税金資産 53,636 36,685

その他 3,600 3,600

投資その他の資産合計 677,257 701,298

固定資産合計 929,689 919,002

資産合計 2,725,179 2,728,771
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(単位：千円)

前事業年度
(平成24年12月31日)

当中間会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 351,894 310,004

1年内返済予定の長期借入金 66,672 66,672

未払金 80,288 101,305

未払費用 67,806 76,987

未払法人税等 192,980 168,785

未払消費税等 24,922
※2 25,041

賞与引当金 59,403 70,150

その他 23,038 35,204

流動負債合計 867,003 854,148

固定負債

長期借入金 44,432 11,096

資産除去債務 32,770 39,977

固定負債合計 77,202 51,073

負債合計 944,205 905,222

純資産の部

株主資本

資本金 274,402 274,402

資本剰余金

資本準備金 224,402 224,402

資本剰余金合計 224,402 224,402

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 1,525,116 1,324,688

利益剰余金合計 1,525,116 1,324,688

自己株式 △242,972 －

株主資本合計 1,780,949 1,823,493

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 25 57

評価・換算差額等合計 25 57

純資産合計 1,780,973 1,823,549

負債純資産合計 2,725,179 2,728,771
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②【中間損益計算書】
(単位：千円)

当中間会計期間
(自 平成25年１月１日
　至 平成25年６月30日)

売上高 2,456,522

売上原価 1,442,552

売上総利益 1,013,970

販売費及び一般管理費 621,828

営業利益 392,142

営業外収益

受取利息及び配当金 2,689

業務受託料 3,812

補助金収入 2,999

その他 1,222

営業外収益合計 10,723

営業外費用

支払利息 1,126

その他 284

営業外費用合計 1,410

経常利益 401,455

特別損失

固定資産除却損
※1 117

特別損失合計 117

税引前中間純利益 401,338

法人税、住民税及び事業税 125,952

法人税等調整額 13,588

法人税等合計 139,540

中間純利益 261,799
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③【中間株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

当中間会計期間
(自 平成25年１月１日
　至 平成25年６月30日)

株主資本

資本金

当期首残高 274,402

当中間期変動額

当中間期変動額合計 －

当中間期末残高 274,402

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 224,402

当中間期変動額

当中間期変動額合計 －

当中間期末残高 224,402

資本剰余金合計

当期首残高 224,402

当中間期変動額

当中間期変動額合計 －

当中間期末残高 224,402

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 1,525,116

当中間期変動額

剰余金の配当 △219,254

中間純利益 261,799

自己株式の消却 △242,972

当中間期変動額合計 △200,428

当中間期末残高 1,324,688

利益剰余金合計

当期首残高 1,525,116

当中間期変動額

剰余金の配当 △219,254

中間純利益 261,799

自己株式の消却 △242,972

当中間期変動額合計 △200,428

当中間期末残高 1,324,688

自己株式

当期首残高 △242,972

当中間期変動額

自己株式の消却 242,972

当中間期変動額合計 242,972

当中間期末残高 －
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(単位：千円)

当中間会計期間
(自 平成25年１月１日
　至 平成25年６月30日)

株主資本合計

当期首残高 1,780,949

当中間期変動額

剰余金の配当 △219,254

中間純利益 261,799

自己株式の消却 －

当中間期変動額合計 42,544

当中間期末残高 1,823,493

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 25

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額
（純額）

32

当中間期変動額合計 32

当中間期末残高 57

評価・換算差額等合計

当期首残高 25

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額
（純額）

32

当中間期変動額合計 32

当中間期末残高 57

純資産合計

当期首残高 1,780,973

当中間期変動額

剰余金の配当 △219,254

中間純利益 261,799

自己株式の消却 －

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

32

当中間期変動額合計 42,576

当中間期末残高 1,823,549
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【重要な会計方針】

１．資産の評価基準及び評価方法

(1) 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 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。

③ その他有価証券

時価のあるもの

中間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。

なお、投資事業有限責任組合への出資金（金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみなされ

るもの）については組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、

持分相当額を純額で取り込む方法を採用しております。

　

(2) たな卸資産

① 製品及び仕掛品

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 貯蔵品

最終仕入原価法を採用しております。

　

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定額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　　　　　　  ２年～18年

・工具、器具及び備品 ２年～15年

　

(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(２年～５年)に基づいており

ます。
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３．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。

(2) 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、支給見込額のうち中間会計期間に負担すべき金

額を計上しております。

　

４．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。
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【注記事項】

(中間貸借対照表関係)

※１ 固定資産のうち補助金の受入による圧縮記帳額

　

 
前事業年度

(平成24年12月31日)
当中間会計期間

(平成25年６月30日)

工具、器具及び備品 8,088千円 5,312千円

ソフトウェア 1,853千円 －千円

　

※２ 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。

　

　３ 運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。

当中間会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

　

　
前事業年度

(平成24年12月31日)
当中間会計期間

(平成25年６月30日)

当座貸越極度額の総額 100,000千円 600,000千円

借入実行残高 －千円 －千円

差引額 100,000千円 600,000千円

　
　

(中間損益計算書関係)

※１ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

 

　
当中間会計期間

(自 平成25年１月１日
至 平成25年６月30日)

工具、器具及び備品 117千円

　

　２　減価償却実施額は、次のとおりであります。

　

　
当中間会計期間

(自 平成25年１月１日
至 平成25年６月30日)

有形固定資産 10,338千円

無形固定資産 41,137千円
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(中間株主資本等変動計算書関係)

当中間会計期間(自 平成25年１月１日 至 平成25年６月30日)

自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 314,676 314,676 629,352 －

　

（変動事由の概要）

　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、その後平成25年６月３日

付、単独株式移転による持株会社設立の直前時に、保有する全ての自己株式を消却しております。

　

(リース取引関係)

該当事項はありません。

　

(有価証券関係)

　　前事業年度(自 平成24年１月１日 至 平成24年12月31日)

子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式245,303千円)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ため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりま

せん。

　

　　当中間会計期間(自 平成25年１月１日 至 平成25年６月30日)

子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式261,403千円)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ため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりま

せん。

　

(企業結合等関係)

　　当中間会計期間（自　平成25年１月１日　至　平成25年６月30日）

(1)中間連結財務諸表　注記事項（企業結合等関係）に記載のとおりであります。

　

(資産除去債務関係)

当該資産除去債務の総額の増減

 

 
前事業年度

(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

当中間会計期間
(自 平成25年１月１日
至 平成25年６月30日)

期首残高 25,523千円 32,770千円

有形固定資産の取得に伴う増加額 6,891千円 7,011千円

時の経過による調整額 356千円 196千円

中間期末(期末)残高 32,770千円 39,977千円
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(１株当たり情報)

１株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
当中間会計期間

(自 平成25年１月１日
至 平成25年６月30日)

１株当たり中間純利益金額 44.19円

   (算定上の基礎) 　

    中間純利益金額(千円) 261,799

   普通株主に帰属しない金額(千円) ―

    普通株式に係る中間純利益金額(千円) 261,799

   普通株式の期中平均株式数(千株) 5,924

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要

―

(注) １．当社は、平成25年１月30日開催の取締役会の決議に基づき、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。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し

て１株当たり中間純利益金額を算定しております。

２．潜在株式調整後１株当たり中間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。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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(2) 【その他】

現物配当について

１ 中間連結財務諸表等 (2) その他 ①現物配当についてに記載のとおりであります。
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第６ 【提出会社の参考情報】

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

　

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに有価証券報告書の確認書

事業年度（第10期）(自　平成24年１月１日　至　平成24年12月31日)　平成25年３月28日関東財務局長

に提出。

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

事業年度（第10期）(自　平成24年１月１日　至　平成24年12月31日)　平成25年３月28日関東財務局長

に提出。

(3) 四半期報告書、四半期報告書の確認書

第11期第１四半期(自　平成25年１月１日　至　平成25年３月31日)　平成25年５月15日関東財務局長に

提出。

(4) 四半期報告書の訂正報告書

第10期第３四半期(自　平成24年７月１日　至　平成24年９月30日)　平成25年３月25日関東財務局長に

提出。

(5) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の３(株式移転が行われることが、提出会社の

業務執行を決定する機関により決定された場合)の規定に基づく臨時報告書

平成25年２月21日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２(株主総会における議決権行使の結果)の規

定に基づく臨時報告書

平成25年３月29日関東財務局長に提出。

(6) 自己株券買付状況報告書

平成25年１月11日関東財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士   松 本   保 範    印

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士   松 田   道 春    印

独立監査人の中間監査報告書
　

　
平成25年９月９日

株式会社クロス・マーケティング

取締役会  御中

　

　

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社クロス・マーケティングの平成25年１月１日から平成25年12月31日までの連結会

計年度の中間連結会計期間(平成25年１月１日から平成25年６月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわ

ち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算

書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他

の注記について中間監査を行った。

　
中間連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中

間連結財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示

のない中間連結財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び

運用することが含まれる。

　
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間連結財務諸表に対

する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基

準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連

結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理

的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めて

いる。

中間監査においては、中間連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比

べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不

正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とし

た監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性に

ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切

な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討

する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見

積りの評価も含め中間連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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中間監査意見

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社クロス・マーケティング及び連結子会社の平成25年６月30日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(平成25年１月１日から平成25年６月30日まで)の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

　
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出

会社)が別途保管しております。

２．中間連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士   松 本   保 範    印

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士   松 田   道 春    印

独立監査人の中間監査報告書
　

　
平成25年９月９日

株式会社クロス・マーケティング

取締役会  御中

　

　

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社クロス・マーケティングの平成25年１月１日から平成25年12月31日までの第11期

事業年度の中間会計期間(平成25年１月１日から平成25年６月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中

間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中

間監査を行った。

　
中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財

務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中

間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること

が含まれる。

　
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する

意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に

準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の

有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得

るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて

監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又

は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手

続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意

見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監

査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、

中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社クロス・マーケティングの平成25年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終

了する中間会計期間(平成25年１月１日から平成25年６月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示し

ているものと認める。

　
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出

会社)が別途保管しております。

２．中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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