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1. 2021年3月期第3四半期の連結業績（2020年4月1日～2020年12月31日）

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年3月期第3四半期 6,759 △1.8 230 △50.9 271 △46.4 129 △60.1

2020年3月期第3四半期 6,880 △1.2 469 29.6 506 30.1 324 13.3

（注）包括利益 2021年3月期第3四半期　　363百万円 （△12.1％） 2020年3月期第3四半期　　413百万円 （43.9％）

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

2021年3月期第3四半期 17.26 ―

2020年3月期第3四半期 42.48 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2021年3月期第3四半期 6,044 3,405 56.3

2020年3月期 5,251 3,207 61.1

（参考）自己資本 2021年3月期第3四半期 3,405百万円 2020年3月期 3,207百万円

2. 配当の状況

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2020年3月期 ― 0.00 ― 22.00 22.00

2021年3月期 ― 0.00 ―

2021年3月期（予想） 22.00 22.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 2021年 3月期の連結業績予想（2020年 4月 1日～2021年 3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 9,500 △1.8 380 △47.3 430 △43.6 310 △37.4 41.32

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

詳細につきましては、本日（2021年２月10日）公表の「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 有

新規 1 社 （社名） 株式会社クロスアクティブ 、 除外 ― 社 （社名）

(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

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

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年3月期3Q 9,210,960 株 2020年3月期 9,210,960 株

② 期末自己株式数 2021年3月期3Q 1,708,123 株 2020年3月期 1,708,123 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期3Q 7,502,837 株 2020年3月期3Q 7,637,669 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績は、様々な要因により大きく異なる可能性があります。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行拡大が、５月

の緊急事態宣言解除後は小康状態にありましたが、冬に入り再び流行が拡大したことで、景気の先行き不透明感が

一層高まっています。

当社グループが属する情報サービス業界におきましては、引き続き、クラウドコンピューティング、AI、IoT、ビ

ッグデータ、RPAなどの先端的技術を活用した「DX（デジタルトランスフォーメーション）」推進の動きが活発化し

ており、企業の競争力強化のためのIT投資意欲拡大が期待されます。

当第３四半期連結累計期間の売上高は、新型コロナウイルス感染症の影響下、主として官公庁、通信向けが順調

に推移しましたが、クレジット、金融、公営競技向け等の減少をカバーできず、6,759百万円（前年同期比1.8％

減）と前年同期を下回りました。

利益面は、原価率及び販管費率が前年同期比でそれぞれ1.9ポイント及び1.5ポイント上昇したことから、営業利

益は230百万円（前年同期比50.9％減）、経常利益は271百万円（前年同期比46.4％減）、親会社株主に帰属する四

半期純利益は129百万円（前年同期比60.1％減）と減益となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金の増加等により前連結会計年度末に比べ792百万円増加

し、6,044百万円となりました。その主な内訳は、現金及び預金1,202百万円、受取手形及び売掛金2,192百万円、投

資有価証券1,024百万円であります。

負債につきましては、短期借入金の増加等により前連結会計年度末に比べ594百万円増加し、2,638百万円となり

ました。その主な内訳は、買掛金306百万円、短期借入金800百万円、退職給付に係る負債562百万円であります。

純資産につきましては、その他有価証券評価差額金の増加等により前連結会計年度末に比べ198百万円増加し、

3,405百万円となりました。その主な内訳は、資本金1,000百万円、利益剰余金2,934百万円であります。

以上の結果、当第３四半期連結会計期間末の自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ4.8ポイント下降し56.3％

となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年３月期の連結業績予想につきましては、2020年５月15日に公表しました業績予想を修正しております。

詳細につきましては、本日（2021年２月10日）公表の「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ

い。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 985,802 1,202,543

受取手形及び売掛金 2,648,104 2,192,513

仕掛品 54,242 246,239

その他 56,391 97,859

貸倒引当金 △2,627 △2,068

流動資産合計 3,741,913 3,737,088

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 329,598 334,917

減価償却累計額 △169,557 △185,004

建物及び構築物（純額） 160,041 149,913

工具、器具及び備品 220,543 227,771

減価償却累計額 △154,379 △168,200

工具、器具及び備品（純額） 66,163 59,570

リース資産 18,301 16,189

土地 32,998 32,998

その他 3,582 3,582

減価償却累計額 △3,394 △3,536

その他（純額） 188 45

有形固定資産合計 277,692 258,717

無形固定資産

のれん 75,443 425,152

ソフトウエア 30,381 162,227

ソフトウエア仮勘定 120,529 3,064

その他 3,386 4,314

無形固定資産合計 229,741 594,759

投資その他の資産

投資有価証券 681,720 1,024,034

繰延税金資産 65,444 62,588

敷金及び保証金 216,586 244,001

その他 38,416 123,316

投資その他の資産合計 1,002,167 1,453,941

固定資産合計 1,509,601 2,307,418

資産合計 5,251,514 6,044,506
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 338,834 306,495

短期借入金 300,000 800,000

未払法人税等 150,117 12,968

賞与引当金 190,567 122,175

リース債務 3,097 3,097

その他 486,171 595,645

流動負債合計 1,468,787 1,840,382

固定負債

退職給付に係る負債 441,007 562,827

資産除去債務 92,375 92,907

繰延税金負債 - 89,385

リース債務 17,034 14,711

その他 25,070 38,680

固定負債合計 575,487 798,512

負債合計 2,044,274 2,638,894

純資産の部

株主資本

資本金 1,000,000 1,000,000

利益剰余金 2,969,784 2,934,251

自己株式 △1,062,090 △1,062,090

株主資本合計 2,907,694 2,872,161

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 292,046 529,544

退職給付に係る調整累計額 7,498 3,905

その他の包括利益累計額合計 299,545 533,450

純資産合計 3,207,240 3,405,611

負債純資産合計 5,251,514 6,044,506

　



株式会社クロスキャット(2307)
2021年３月期 第３四半期決算短信

― 5 ―

（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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

売上高 6,880,935 6,759,542

売上原価 5,349,099 5,385,338

売上総利益 1,531,836 1,374,203

販売費及び一般管理費 1,062,535 1,143,781

営業利益 469,300 230,422

営業外収益

受取利息 5 10

受取配当金 17,963 19,426

助成金収入 9,058 9,984

その他 10,368 11,925

営業外収益合計 37,396 41,346

営業外費用

支払利息 234 556

支払手数料 192 -

その他 - 88

営業外費用合計 427 644

経常利益 506,269 271,125

特別利益

受取保険金 - 8,000

特別利益合計 - 8,000

特別損失

固定資産除却損 556 90

会員権売却損 150 -

特別損失合計 706 90

税金等調整前四半期純利益 505,563 279,034

法人税、住民税及び事業税 111,463 90,656

法人税等調整額 69,647 58,849

法人税等合計 181,110 149,505

四半期純利益 324,453 129,528

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純利益 324,453 129,528
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

四半期純利益 324,453 129,528

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 93,656 237,497

退職給付に係る調整額 △4,598 △3,592

その他の包括利益合計 89,057 233,904

四半期包括利益 413,511 363,433

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 413,511 363,433

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。
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