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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

21年3月期 8,506 4.9 651 1.1 597 △7.1 307 △10.1
20年3月期 8,109 2.3 644 9.4 642 10.2 342 5.6

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 ％ ％ ％

21年3月期 121.44 ― 8.6 11.4 7.7
20年3月期 135.09 ― 10.0 12.8 8.0

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3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

21年3月期 5,208 3,663 70.1 1,441.13
20年3月期 5,246 3,521 66.9 1,385.34

（参考） 自己資本   21年3月期  3,650百万円 20年3月期  3,509百万円

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

21年3月期 151 △491 △126 1,482
20年3月期 461 △64 △122 1,951

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 50.00 50.00 126 37.0 3.7
21年3月期 ― 0.00 ― 50.00 50.00 126 41.2 3.5
22年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 50.00 50.00 36.2

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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 
連結累計期間

4,200 1.7 300 △0.7 300 1.3 150 2.3 59.21

通期 8,800 3.4 660 1.3 670 12.2 350 13.8 138.16
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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  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、16ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、22ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 2,546,640株 20年3月期 2,546,640株
② 期末自己株式数 21年3月期  13,345株 20年3月期  13,179株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3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 ％

21年3月期 7,730 5.1 631 1.9 578 △6.9 302 △11.2
20年3月期 7,357 3.1 619 13.2 621 14.0 340 11.2

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

21年3月期 119.21 ―
20年3月期 134.22 ―

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

21年3月期 4,973 3,542 71.2 1,398.53
20年3月期 5,023 3,403 67.8 1,343.56

（参考） 自己資本 21年3月期  3,542百万円 20年3月期  3,403百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されえ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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、３ページ「１．経営成績 （１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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(1）経営成績に関する分析 

 （当期の経営成績） 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、金融資本市場の危機を契機に世界的な景気後退が見られる中で、外需面に

加え国内需要も停滞し、景気の下降局面にありました。 

 情報サービス業界におきましても、景気動向を反映して顧客の情報化投資に対する慎重な姿勢が見られるほか、価

格競争や企業間競争は一層激化し引き続き厳しい状況にありました。 

 このような状況の中で、当社グループにおきましては当社グループ独自の経営手法であるＡＣＲ/ＡＰＲ※１を継

続的に推し進めることで提供サービスの総合力の強化を図り、ＭＶＰ戦略※２を推進し、提供サービスの見える化、

工程ごとのサービス契約の見直し及びプロジェクトマネジメント能力の強化を図ってまいりました。        

 既存顧客からの継続案件の維持・拡大及び事業会社の銀行業参入による業務拡大案件等の受注に邁進した結果、特

に金融業向けサービス、流通業向けサービスを中心に売上高は堅調に推移いたしました。しかしながら、当社の保有

する株式の評価損を営業外費用に計上した為、経常利益は前年度を下回りました。 

 その結果、当社グループの売上高は8,506百万円（前期比4.9％増）となりました。また、営業利益は651百万円

（同1.1％増）、経常利益は597百万円（同7.1％減）、当期純利益は307百万円（同10.1％減）となりました。 
  
 ① 事業の品目別の業績を示すと次のとおりであります。 

 （システムインテグレーション・サービス） 

  金融業向けの業務システム設計・開発を中心に、売上高は4,441百万円（前期比3.7％増）となりました。 

 （システムアウトソーシング・サービス） 

  流通業向けのシステム運用管理サービスを中心に、売上高は1,947百万円（同2.1％増）となりました。 

 （プロフェッショナル・サービス） 

  通信業向けの情報インフラ構築サービスを中心に、売上高は2,117百万円（同10.4％増）となりました。 
 
  
 ② 所在地別のセグメントの業績については、CUBE SYSTEM VIETNAM CO.,LTD. を連結の範囲に含めております

が、当連結会計年度において外部顧客に対する売上高は発生しておりません。 
  

 （次期の見通し） 

 今後の経済状況の見通しにつきましては、依然として景気の減速基調が続き、先行き不透明な状況が継続するもの

と予想されます。また、当社グループを取り巻く情報サービス業界におきましても、顧客の情報化投資の抑制や先送

りなど、今後も厳しい状況が続くものと思われます。 

 このような状況の中で、当社は引き続きお客様の競争優位の実現をサポートするパートナーとして、更なる顧客満

足の創造に邁進するとともに、より一層業績の拡大を図ってまいります。 

 次期連結業績の見通しにつきましては、売上高8,800百万円（前期比3.4％増）、営業利益660百万円（同1.3％

増）、経常利益670百万円（同12.2％増）、当期純利益350百万円（同13.8％増）を見込んでおります。 

※１ ＡＣＲは当社グループ独自の取組みで、お客様に対しより細やかに対応し、顧客満足を高める活動を総称し

ます。具体的な取組みとしましては、顧客満足度調査や業界動向等から策定した当社グループの計画をレポ

ート形式でお客様にコミットし、報告内容を適時検証、年度成果を報告するというサイクルにより、成果を

認めていただくとともに、対応できなかった部分についても次年度の課題として明確にしております。 

ＡＣＲと同じコンセプトで、ビジネスパートナーとの信頼関係をより一歩先の信頼へ繋げる取組みがＡＰＲ

です。 

※２ ＭＶＰ戦略は企業価値をさらに高めるための当社グループ独自の戦略的な取り組みであります。 

「More Valuable（もっと価値のある）」の頭文字ＭとＶをとり、Ｐには以下の３つの意味を込めて呼称し

ております。 

①visible Performance：自らのサービスメニューを棚卸・整理して、顧客の望むサービスと成果物の紐付

けを行い、技術サービスの見える化を実現します。 

②Promise：ナレッジをノウハウへと醸成し、ビジネス形態や契約のバージョンアップを図ります。 

③Project management：プロジェクトマネジメントの強化を実践することで、業務効率、生産性、そして利

益率の向上へと結び付けていきます。 

 これらを実践することにより、保有する知的資産の可視化と収益性の強化に努めてまいります。 

  

１．経営成績
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(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末の総資産は5,208百万円となり、前連結会計年度末に比べ37百万円の減少となりました。また、

負債合計は1,545百万円となり、前連結会計年度末に比べ180百万円の減少となりました。これらは主に、未払金の支

払によるものです。純資産は3,663百万円となり、前連結会計年度末に比べ142百万円の増加となりました。これは主

に、利益剰余金の増加によるものです。これらの結果、自己資本比率は70.1％と高い水準を確保することができまし

た。 
 
  
② キャッシュ・フローの状況   

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ468百万円減少

し、1,482百万円となりました。 

当連結会計年度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） 

 営業活動の結果得られた資金は151百万円（前期比67.0％減）となりました。これは主に、税金等調整前当期純利

益の計上額597百万円や仕入債務の減少額37百万円等の資金増加と、売上債権の増加額117百万円及び法人税等の支払

額357百万円等の資金減少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） 

 投資活動の結果使用した資金は491百万円（同658.6％減）となりました。これは主に、有価証券の取得による支出

200百万円と投資有価証券の取得による支出165百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は126百万円（同3.0％減）となりました。これは主に、配当金の支払額125百万円に

よるものであります。 

なお、当企業集団のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。  

※ 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.各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

   ２.株式時価総額は、期末株価×期末発行済株式総数により算出しております。 

３.営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して

おります。また、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全ての負

債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の支払額を使用してお

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 

  当社は、株主への利益還元を上場企業の責務であると考え、経営の 重要課題と認識しております。業績向上に

邁進し、安定配当・時価総額の増大を図ることで株主資産価値の向上を目指す所存であります。 

  配当につきましては、経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、株主各位への還元として安定した

配当を継続して実施していくことを基本方針としております。 

 この方針に基づき、当期末の剰余金の配当につきましては、１株当たり50円の配当を予定しております。 

  次期の配当につきましても、「利益配分に関する基本方針」に則って実施していく予定です。 

  また、内部留保資金につきましては、優秀な人材の確保・育成や新技術を獲得するための体制構築費用等に充当

し、経営基盤の拡充や経営体質の一層の強化を図り、将来にわたる業績向上に努めてまいります。 

  平成20年３月期 平成21年３月期 

自己資本比率（％） 66.9 70.1 

時価ベースの自己資本比率（％） 61.6 54.3 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 0.7 2.0 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 89.9 29.0 
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(4）事業等のリスク 

 以下において、当社グループの事業等のリスク要因になると考えられる主な事項のうち、投資家の判断上、重要と

考えられる事項について記載しております。なお、本項に記載した内容が、当社グループの事業等に関するリスクの

全てを網羅するものではないことをご留意下さい。 
                 
① 特定の取引先への依存度について  

 当社グループの当連結会計年度末における富士通グループ（富士通株式会社及び同社が50％以上の株式を保有して

いる会社）、野村総合研究所グループ（株式会社野村総合研究所及び同社が50％以上の株式を保有している会社）及

びみずほ情報総研株式会社への販売実績の総販売実績に対する割合は、それぞれ34.3%、21.8%及び9.5%となっており

ます。このため、上記顧客の受注動向等は当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。 

 これに対して、当社グループは常にエンドユーザーに密着したサービスを提供することを志向し、上記顧客との関

係はもちろん、サービスの 終的な利用者であるエンドユーザーとの緊密な関係の構築に注力することで、当社グル

ープの経営成績に及ぼす悪影響の軽減を図っております。 
  
② プロジェクトの損益管理について 

 当社グループでは、システム開発技術の向上・蓄積及び将来の受注拡大を目的として、収益性の低いプロジェクト

又は赤字になると見込まれるプロジェクトであっても積極的に受託する可能性があります。また、当社グループの提

供するサービスは原則として請負契約となるため、受注時に採算が取れると見込まれるプロジェクトであっても、想

定外の仕様変更や当初の見積りを超える追加作業の発生等により収益性が低下し、不採算となる可能性があります。

こうした状況に対処するため、当社グループでは、プロジェクトマネジメントの向上を図るための教育を行うほか、

ＩＳＯ9001に準拠した品質マネジメントシステムを整備しております。 

 また、一定のリスク要件を超えるプロジェクトについてはＱＭＯ（Quality Management Officer）によるヒアリン

グ調査及びプロジェクトレビューを実施し、その結果を定期的に経営者へ報告する等、組織横断的にプロジェクトの

牽制を行うことによってプロジェクト品質の向上と仕損プロジェクトの発生防止に努めております。   
  
③ 当社グループの外注比率について 

 情報サービス業界では、生産性向上及び外部企業の持つ専門性の高いノウハウ活用等のため、システム開発ならび

にシステム運用業務の一部を外部委託することがあります。当社グループにおきましても、システム開発におけるプ

ログラム作成業務をビジネスパートナー（外注先）に委託しているほか、運用業務においても同様に委託しておりま

す。ビジネスパートナーへの委託は、顧客要請への迅速な対応を実現し、受注の機会損失を防ぐことを目的としてお

り、当社グループの受注拡大にはビジネスパートナーの確保及び良好な取引関係の維持が必要不可欠であります。  

 当連結会計年度末における、当社グループの製造原価に占める外注費の割合は、62.9％であり、ビジネスパートナ

ーとの取引状況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。                   

 そのため、当社グループでは優良なビジネスパートナーの開拓に努めるとともに、ビジネスパートナーとの関係を

より一歩先の信頼へ繋げる取組みとして、ＡＰＲ（Advanced Partner Relationship）を実施し、企業価値向上のベ

クトル一致を図り、相互の商品力強化、市場競争力の優位性確保に努めております。更に、長期にわたり当社グルー

プとの目標一致が図れたビジネスパートナーとは、「keyパートナー契約」を締結し、信頼関係を基盤とした連携強

化によりソリューションサービス事業において相互の業容・業績の拡充・発展を図ることを目的とした業務提携を行

っております。「keyパートナー契約」締結先企業には、当社グループの保有する品質・セキュリティ管理、人材育

成に係るノウハウを提供し、ビジネスパートナーによるＩＳＯ9001及びＩＳＯ27001の取得を実現しております。 
  
④ 情報管理・情報漏洩に関するリスク 

 当社グループが顧客に提供するシステムソリューション・サービスにおいては、当社グループの従業員及び当社グ

ループが委託するビジネスパートナーの従業員が、顧客企業の保有する機密情報へアクセス可能な環境にある場合が

あります。当社グループでは顧客情報の保全や機密情報の適切な管理及び情報セキュリティマネジメントシステムの

強化・改善を重要課題と位置づけ、様々な取組みを行っております。しかしながら、これらの施策にもかかわらず個

人情報や企業情報が万一漏洩した場合には、損害賠償責任を負う可能性があるほか、社会的信用の失墜等により、当

社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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 近の有価証券報告書（平成20年６月25日提出）における「業務系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」か

ら重要な変更がないため開示を省略しております。 

   

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

 平成20年３月期決算短信（平成20年５月８日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略

しております。 

 当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

 （当社ホームページ） 

  http://www.cubesystem.co.jp 

 （東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

  http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

  

(2）目標とする経営指標 

  当社グループは、以下の三つの指標を重視し、目標設定しております。 

  ・ 株主にとっての企業価値向上の観点からＲＯＥ15％以上 

  ・ 収益性を計る指標として連結経常利益率8.0％以上 

   ・ 従業員一人ひとりのパフォーマンスを高めていきたいとの主旨から、従業員一人当たりの連結売上高25,000千

     円以上、連結経常利益2,000千円以上 
  
    当期における達成状況としては、以下のとおりです。 

    ＲＯＥは8.6％となり、前連結会計年度末に比べ1.4％減となりましたが、これは主に当期利益が減少したことに

   よるものです。今後も、資本効率を高め利益率の向上を図ることでＲＯＥ15％以上を目指してまいります。 

    また、連結経常利益率は7.0％、従業員一人当たりの連結売上高は海外子会社を含む従業員数の増加により 

   19,246千円、従業員一人当たりの連結経常利益は有価証券評価損を計上した為1,350千円となりました。今後も、 

   業務の効率化と教育研修の充実を図り、生産性・収益性の向上に取り組んでまいります。 

  

（3）中長期的な会社の経営戦略 

  当社グループは複雑化・高度化する顧客ニーズに対応し続けていくことが必要不可欠であると考え、常にお客様

の視点に立ったソリューション・サービスの提供に努めてまいります。既存の案件を継続的に受注することはもち

ろん、下記の取組みを積極的に行っていくことにより、受注拡大及び収益基盤の強化を図っていく所存です。 

 当社は、スマイルカーブモデルにおける付加価値の高い上流および下流工程への参画比率を高めていくことが、

収益性の向上に不可欠であると考えております。継続ビジネスの強みを活かし、アウトソーシング・ビジネスにて

蓄積されたノウハウから超上流工程への受注へつなげるとともに、契約形態の見直しによる付加価値向上を図って

まいります。製造工程におきましては、ベトナム・中国オフショアの活用、自社持ち帰り案件の受注といったオフ

サイト型の受注比率を高め、付加価値の向上並びに規模の拡大を図ってまいります。 

 また、他社が行っている業務範囲の更なる移管を実施することで、業務の集約・効率化を図り、事業基盤として

の領域拡大を目指してまいります。 
  
 営業戦略としましては、継続ビジネスを更に拡大する取組みとして、顧客との信頼関係をより一歩先の信頼へ繋

げるべく、ＡＣＲ（Advanced Customer Relationship）を実施いたしております。顧客との間で目標を一致させ、

課題の共有をはかり、顧客が抱える課題・ニーズに対してより深く、より細かく対応して行くことで受注拡大及び

顧客との信頼関係・連携の強化を図ってまいります。 

 また、ビジネスパートナーとの更なる連携強化を目的として、ＡＰＲ（Advanced Partner Relationship）を実

施いたしております。当社にとってのベストパートナーとして企業価値向上のベクトル一致を図り、相互の商品力

強化を図り、市場競争力の優位性を実現してまいります。今後も、ＡＣＲ・ＡＰＲを通じ、顧客に提供するサービ

スの総合力を高めてまいる所存です。 

 また更に、高度なプロジェクトマネジメント手法をもとに、コスト・品質・サービスといった提供サービス

の“見える化”を図り、サービスの提供形態を革新し、収益構造の改革に努めると共に、提供サービスの付加価値

向上を目指した「ＭＶＰ戦略」を推進しております。 

 これらの戦略を通じて、当社グループは顧客にとってコストパフォーマンスの高いサービスを提供するととも

に、ステークホルダーに対するＩＲ・ＰＲ活動を充実させることで、キューブシステムグループとしての企業ブラ

ンドの確立を目指してまいります。 

  

３．経営方針

株式会社キューブシステム （2335）　平成21年３月期　決算短信

- 7 -



（4）会社の対処すべき課題 

   情報サービス業においては、景気動向を反映して顧客の情報化投資に対する慎重な姿勢が見られるほか、価格競

争や企業間競争は一層激化し引き続き厳しい状況にあります。このような中、当社グループは、サービス内容・価

格でお客様に満足いただけるソリューションを提供していくとともに、以下の課題に取り組み、企業体質及び競争

力の強化を図り、収益の向上を目指します。 
  
 ① 受注拡大への取組み 

 当社グループの業務拡大には、更なる受注拡大が必要となってきます。既存の顧客に対してはＡＣＲによる信

頼拡大を図ることで受注の拡大に努めております。蓄積されたノウハウと経験を活かし、オフサイト・オフショ

ア開発の活用も視野に入れ、既存顧客からの新規案件受注及び受注規模拡大につなげてまいります。また、新規

顧客開拓や新規業種からの受注獲得にも、将来の継続ビジネスへの展開を図ってまいります。  
  
 ② 収益構造の変革 

 当情報サービス業界においては、ユーザニーズの高度化・技術構造の変化により、情報サービスの品質や成果

を定量化するとともに、プロセスの標準化・定量化を進めて取引における役割関係を明確化する必要性が高まっ

ております。また、サービスの品質及び価格の両面に対する顧客からの強い要請や同業他社との価格競争が一層

激化し収益性が低下することが懸念されます。このような状況の中で、当社グループは、提供するサービスの付

加価値向上・顧客からの信頼度向上を図るために、ＭＶＰ戦略のもと、保有するマネジメント技術・開発技術な

らびにプロジェクト品質を可視化し、高付加価値なサービスの提供に努めてまいります。また、組織横断的にプ

ロジェクトレビュー機能を強化することでプロジェクトマネジメントにおけるリスクを早期発見し、プロジェク

ト品質の向上に努めてまいります。 
  
 ③ ビジネスパートナーとの関係強化 

 当社グループの事業拡大には、優良なビジネスパートナーの確保及び良好な取引関係の維持が益々重要となっ

てきます。当社グループでは、優良なビジネスパートナーの開拓に努めるとともに、既存パートナーに対して

は、上記のとおりＡＰＲによる関係強化を図っております。更に、長期にわたり当社グループとの目標一致が図

れたビジネスパートナーとは、相互の業容・業績の拡充・発展を図ることを目的に資本的連携も含め、「ｋｅｙ

パートナー契約」による業務資本提携を行っております。ｋｅｙパートナー契約締結先企業には、当社グループ

の保有する品質・セキュリティ管理・人材育成に係るノウハウを提供し、共に企業価値向上を図ってまいりま

す。今後も、更なる顧客提供サービスの品質向上のため、ビジネスパートナーを含めた企業グループとしての総

合力強化に努めてまいります。 
  
 ④  人的資本の充実 

 情報サービス業界においては、高度・複雑化する技術への対応、人材の不足、同業他社・アジアＩＴ企業との

競争激化等の難題を抱えており、当社グループにおきましても、将来を担う人材育成が急務であると考えており

ます。このため、日本だけでなくグローバルに人材採用を行っております。また、プロジェクトマネージャを早

期に育成・増加させる教育体系やＩＴスペシャリスト向け社内ｅ－ラーニングなどの教育コンテンツを構築・実

施することで、より上流工程への参画を促し、ビジネス範囲の拡大に繋げてまいる所存です。    
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,710,121 ※2  1,752,896

売掛金 1,620,692 1,738,328

有価証券 600,000 500,000

たな卸資産 34,864 －

仕掛品 － 32,563

繰延税金資産 99,368 101,216

その他 42,139 47,870

貸倒引当金 △7,590 △2,635

流動資産合計 4,099,595 4,170,238

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 65,259 58,755

その他（純額） 31,502 28,923

有形固定資産合計 ※1  96,762 ※1  87,679

無形固定資産 3,823 3,751

投資その他の資産   

投資有価証券 455,661 395,509

長期預金 ※2  200,000 ※2  100,000

繰延税金資産 105,750 159,626

その他 285,122 292,035

投資その他の資産合計 1,046,534 947,170

固定資産合計 1,147,119 1,038,601

資産合計 5,246,715 5,208,840

負債の部   

流動負債   

買掛金 473,104 435,203

短期借入金 300,000 300,000

未払法人税等 192,590 154,005

賞与引当金 171,825 185,096

役員賞与引当金 37,700 37,700

その他 335,637 205,589

流動負債合計 1,510,856 1,317,594

固定負債   

退職給付引当金 60,641 58,864

役員退職慰労引当金 153,827 168,771

固定負債合計 214,469 227,635

負債合計 1,725,325 1,545,230

純資産の部   

株主資本   

資本金 768,978 768,978

資本剰余金 708,018 708,018

利益剰余金 2,018,392 2,199,372

自己株式 △23,784 △23,998

株主資本合計 3,471,604 3,652,370

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 38,190 2,121

為替換算調整勘定 △102 △3,693

評価・換算差額等合計 38,088 △1,571

少数株主持分 11,695 12,811

純資産合計 3,521,389 3,663,609

負債純資産合計 5,246,715 5,208,840
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 8,109,263 8,506,933

売上原価 6,627,449 7,001,551

売上総利益 1,481,814 1,505,381

販売費及び一般管理費   

役員報酬 125,460 141,570

役員賞与引当金繰入額 37,700 37,700

給料及び手当 149,311 161,405

賞与引当金繰入額 17,362 17,176

退職給付費用 3,734 4,602

役員退職慰労引当金繰入額 13,627 14,994

支払手数料 87,530 －

賃借料 92,134 94,136

その他 310,060 381,988

販売費及び一般管理費合計 836,921 853,573

営業利益 644,892 651,808

営業外収益   

受取利息 4,672 7,960

受取配当金 7,832 8,593

その他 1,891 2,958

営業外収益合計 14,396 19,512

営業外費用   

支払利息 5,176 5,311

支払手数料 4,249 4,252

投資有価証券評価損 6,596 64,623

その他 314 －

営業外費用合計 16,337 74,188

経常利益 642,951 597,132

特別損失   

貸倒損失 15,904 －

持分変動損失 207 －

特別損失合計 16,112 －

税金等調整前当期純利益 626,838 597,132

法人税、住民税及び事業税 307,569 319,118

法人税等調整額 △23,385 △30,978

法人税等合計 284,184 288,140

少数株主利益 403 1,340

当期純利益 342,250 307,652
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 768,978 768,978

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 768,978 768,978

資本剰余金   

前期末残高 708,018 708,018

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 708,018 708,018

利益剰余金   

前期末残高 1,802,826 2,018,392

当期変動額   

剰余金の配当 △126,684 △126,673

当期純利益 342,250 307,652

当期変動額合計 215,566 180,979

当期末残高 2,018,392 2,199,372

自己株式   

前期末残高 △23,447 △23,784

当期変動額   

自己株式の取得 △336 △269

自己株式の処分 － 55

当期変動額合計 △336 △214

当期末残高 △23,784 △23,998

株主資本合計   

前期末残高 3,256,375 3,471,604

当期変動額   

剰余金の配当 △126,684 △126,673

当期純利益 342,250 307,652

自己株式の取得 △336 △269

自己株式の処分 － 55

当期変動額合計 215,229 180,765

当期末残高 3,471,604 3,652,370
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 85,415 38,190

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △47,225 △36,068

当期変動額合計 △47,225 △36,068

当期末残高 38,190 2,121

為替換算調整勘定   

前期末残高 － △102

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △102 △3,591

当期変動額合計 △102 △3,591

当期末残高 △102 △3,693

評価・換算差額等合計   

前期末残高 85,415 38,088

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △47,327 △39,659

当期変動額合計 △47,327 △39,659

当期末残高 38,088 △1,571

少数株主持分   

前期末残高 7,734 11,695

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,961 1,115

当期変動額合計 3,961 1,115

当期末残高 11,695 12,811

純資産合計   

前期末残高 3,349,525 3,521,389

当期変動額   

剰余金の配当 △126,684 △126,673

当期純利益 342,250 307,652

自己株式の取得 △336 △269

自己株式の処分 － 55

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △43,366 △38,544

当期変動額合計 171,863 142,220

当期末残高 3,521,389 3,663,609
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３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 626,838 597,132

減価償却費 23,203 20,835

引当金の増減額（△は減少） 53,604 21,482

受取利息及び受取配当金 △12,505 △16,553

支払利息 5,176 5,311

売上債権の増減額（△は増加） △125,140 △117,635

たな卸資産の増減額（△は増加） 74,031 2,301

仕入債務の増減額（△は減少） 12,741 △37,900

その他 38,993 23,761

小計 696,944 498,735

利息及び配当金の受取額 12,396 16,231

利息の支払額 △5,130 △5,235

法人税等の支払額 △243,189 △357,733

営業活動によるキャッシュ・フロー 461,021 151,998

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △150,000

定期預金の払戻による収入 － 38,500

有価証券の取得による支出 － △200,000

有形固定資産の取得による支出 △29,760 △4,438

投資有価証券の取得による支出 △13,813 △165,285

その他 △21,186 △10,058

投資活動によるキャッシュ・フロー △64,761 △491,281

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △336 △214

配当金の支払額 △125,672 △125,948

少数株主に対する株式発行による収入 3,550 －

少数株主への配当金の支払額 △200 △225

財務活動によるキャッシュ・フロー △122,658 △126,388

現金及び現金同等物に係る換算差額 △102 △3,053

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 273,499 △468,724

現金及び現金同等物の期首残高 1,678,122 ※  1,951,621

現金及び現金同等物の期末残高 ※  1,951,621 ※  1,482,896
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 該当事項はありません。 

  

  

  

  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

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 

たな卸資産 たな卸資産 

仕掛品 仕掛品 

   個別法による原価法によっており

ます。 

 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）によっております。 

     （会計方針の変更） 

 たな卸資産については、従来、個別

法による原価法によっておりました

が、当連結会計年度より「棚卸資産の

評価に関する会計基準」（企業会計基

準第9号 平成18年７月５日）が適用さ

れたことに伴い、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）によ

り算定しております。 

 この変更に伴う損益に与える影響は

ありません。  
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 なお、上記以外は、 近の有価証券報告書（平成20年６月25日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省

略しております。    

項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

(2）重要な収益及び費用の

計上基準 

――――――――――― （売上高の計上基準） 

 当連結会計年度末までの進捗部分

について成果の確実性が認められる

プロジェクトについては工事進行基

準（プロジェクトの進捗率の見積り

は原価比例法）を、その他のプロジ

ェクトについては工事完成基準（検

収基準）を適用しております。 

    （会計方針の変更） 

 売上高の計上基準については、従

来、検収基準を適用しておりました

が、「工事契約に関する会計基準」

（企業会計基準第15号 平成19年12

月27日）及び「工事契約に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第18号 平成19年12月27

日）が平成21年４月１日より前に開

始する連結会計年度から適用できる

ことになったことに伴い、当連結会

計年度からこれらの会計基準等を適

用し、当連結会計年度に着手したプ

ロジェクトから、当連結会計年度末

までの進捗部分について成果の確実

性が認められるプロジェクトについ

ては、工事進行基準（プロジェクト

の進捗率の見積りは原価比例法）

を、その他のプロジェクトについて

は工事完成基準（検収基準）を適用

しております。 

 これにより、売上高は207百万円増

加し、営業利益、経常利益及び税金

等調整前当期純利益はそれぞれ43百

万円増加しております。  

(3）重要なリース取引の処

理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

――――――――――― 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

――――――――――  （リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、当連結会計年度より「リース取

引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５

年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３

月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年

１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、

平成19年３月30日改正））を適用し、通常の売買取引

に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有

権移転外ファイナンス・リース取引については、引き

続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を

適用しております。 

 この変更に伴う損益に与える影響はありません。 
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表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

―――――――――― （連結貸借対照表関係） 

   「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

制等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 

内閣府令第50条）が適用となることに伴い、前連結会

計年度において、「たな卸資産」として掲記されてい

たものは、当連結会計年度から「仕掛品」に区分掲記

しております。 
 

（連結損益計算書関係） 

   前連結会計年度まで区分掲記しておりました「支払

手数料」（当連結会計年度は80,419千円）は、販売費

及び一般管理費の総額の100分の10以下となったため、

販売費及び一般管理費の「その他」に含めておりま

す。  
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 74,420千円 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 88,879千円

※２ 長期預金 ※２ 長期預金         

 当社は効率的な資金運用を行うため、長期の定期預

金の預入を行っております。 

 当該預金の金額及び 終満期日は次のとおりであり

ます。 

 当社は効率的な資金運用を行うため、長期の定期預

金の預入を行っております。 

 当該預金の金額及び 終満期日は次のとおりであり

ます。  

 なお、当社の意向により上記預金を満期日前に解約

する場合には、清算金を支払う必要があります。 

終満期日 金額 

平成21年８月27日 100,000千円

平成22年８月23日 100,000千円

計  200,000千円

 なお、当社の意向により上記預金を満期日前に解約

する場合には、清算金を支払う必要があります。 

終満期日 金額 

平成21年８月27日 100,000千円

平成22年８月23日 100,000千円

計  200,000千円

  ３ 当座貸越契約及び貸出コミットメント 

 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行４行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契

約を締結しております。 

当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コ

ミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおり

であります。 

当座貸越極度額及び 

貸出コミットメントの総額 2,300,000千円 

借入実行残高 250,000千円 

差引額 2,050,000千円 

  ３ 当座貸越契約及び貸出コミットメント 

 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行４行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契

約を締結しております。 

当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コ

ミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおり

であります。 

  

当座貸越極度額及び 

貸出コミットメントの総額 2,300,000千円 

借入実行残高 250,000千円 

差引額 2,050,000千円 

株式会社キューブシステム （2335）　平成21年３月期　決算短信

- 18 -



  

  前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加232株は、単元未満株式の買取によるものです。 

   

 ２．配当に関する事項 

 (1）配当金支払額 

 (2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  2,546,640  －  －  2,546,640

合計  2,546,640  －  －  2,546,640

自己株式         

普通株式  12,947  232  －  13,179

合計  12,947  232  －  13,179

  
（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19年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  126,684  50 平成19年３月31日 平成19年６月27日

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資  
１株当たり
配当額(円）

基準日 効力発生日 

平成20年６月25日 

定時株主総会 
普通株式  126,673 利益剰余金  50 平成20年３月31日 平成20年６月26日
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  当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加216株は、単元未満株式の買取によるものです。 

   普通株式の自己株式の株式数の減少50株は、単元未満株式の売渡しによるものです。  

   

 ２．配当に関する事項 

 (1）配当金支払額 

 (2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  2,546,640  －  －  2,546,640

合計  2,546,640  －  －  2,546,640

自己株式         

普通株式  13,179  216  50  13,345

合計  13,179  216  50  13,345

  
（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20年６月25日 

定時株主総会 
普通株式  126,673  50 平成20年３月31日 平成20年６月26日

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資  
１株当たり
配当額(円）

基準日 効力発生日 

平成21年６月23日 

定時株主総会 
普通株式  126,664 利益剰余金  50 平成21年３月31日 平成21年６月24日
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 リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストッ

ク・オプション等、企業結合等、資産除去債務に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大

きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

  

前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自平成20年４月１日 

至平成21年３月31日） 

 当社グループは単一セグメントのため、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

 当連結会計年度において、CUBE SYSTEM VIETNAM CO.,LTD. を新規設立し、連結の範囲に含めております

が、本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額

に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に

占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自平成20年４月１日 

至平成21年３月31日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

  

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31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

記されている科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成20年３月31日現在） （平成21年３月31日現在）

  

現金及び預金勘定 1,710,121千円

有価証券（譲渡性預金） 300,000千円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金 
△58,500千円

現金及び現金同等物 1,951,621千円   

現金及び預金勘定 1,752,896千円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金 
△270,000千円

現金及び現金同等物 1,482,896千円

（開示の省略）

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高
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 （注）１． １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

    ２． １株当たりの純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,385円 34銭

１株当たり当期純利益金額       135円 09銭

１株当たり純資産額 1,441円 13銭

１株当たり当期純利益金額  121円 44銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式がないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式がないため記載しておりません。 

  
前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当期純利益（千円）  342,250  307,652

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  342,250  307,652

期中平均株式数（千株）  2,533  2,533

  
前連結会計年度 

(平成20年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成21年３月31日) 

純資産の部の合計額（千円）  3,521,389  3,663,609

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円） 
 11,695  12,811

(うち新株予約権) （－) （－) 

(うち少数株主持分） （11,695)  (12,811) 

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  3,509,693  3,650,798

１株当たり純資産額の算定に用いられた

期末の普通株式の数（千株） 
 2,533  2,533

（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20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,565,709 1,587,596

売掛金 1,504,411 1,645,633

有価証券 600,000 500,000

仕掛品 30,066 20,194

前払費用 33,835 37,598

繰延税金資産 90,112 91,976

その他 2,734 6,908

流動資産合計 3,826,871 3,889,909

固定資産   

有形固定資産   

建物 78,380 79,036

減価償却累計額 △23,597 △29,458

建物（純額） 54,782 49,577

工具、器具及び備品 65,967 68,001

減価償却累計額 △46,860 △53,168

工具、器具及び備品（純額） 19,106 14,832

土地 1,968 1,968

建設仮勘定 8,740 8,740

有形固定資産合計 84,598 75,120

無形固定資産   

その他 3,604 3,533

無形固定資産合計 3,604 3,533

投資その他の資産   

投資有価証券 455,661 395,509

関係会社株式 50,000 50,000

関係会社出資金 30,387 30,387

長期前払費用 19,153 17,207

繰延税金資産 95,819 146,469

長期預金 200,000 100,000

敷金及び保証金 97,133 99,136

保険積立金 103,223 109,876

会員権 56,601 56,601

投資その他の資産合計 1,107,978 1,005,187

固定資産合計 1,196,182 1,083,840

資産合計 5,023,053 4,973,750
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 429,363 398,677

短期借入金 300,000 300,000

未払金 220,408 83,473

未払費用 62,480 73,071

未払法人税等 192,500 143,830

預り金 26,837 28,151

賞与引当金 157,382 167,475

役員賞与引当金 37,000 37,000

流動負債合計 1,425,973 1,231,680

固定負債   

退職給付引当金 45,150 37,490

役員退職慰労引当金 148,080 161,678

固定負債合計 193,231 199,169

負債合計 1,619,204 1,430,849

純資産の部   

株主資本   

資本金 768,978 768,978

資本剰余金   

資本準備金 708,018 708,018

資本剰余金合計 708,018 708,018

利益剰余金   

利益準備金 23,700 23,700

その他利益剰余金   

別途積立金 125,000 125,000

繰越利益剰余金 1,763,746 1,939,081

利益剰余金合計 1,912,446 2,087,781

自己株式 △23,784 △23,998

株主資本合計 3,365,658 3,540,779

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 38,190 2,121

評価・換算差額等合計 38,190 2,121

純資産合計 3,403,848 3,542,901

負債純資産合計 5,023,053 4,973,750
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 7,357,898 7,730,139

売上原価 5,972,163 6,317,375

売上総利益 1,385,734 1,412,763

販売費及び一般管理費   

役員報酬 117,060 133,170

役員賞与引当金繰入額 37,000 37,000

給料及び手当 136,292 146,768

賞与引当金繰入額 13,510 13,217

退職給付費用 3,290 4,037

役員退職慰労引当金繰入額 12,230 13,597

福利厚生費 42,653 38,440

支払手数料 85,221 75,680

賃借料 88,129 91,765

旅費及び交通費 － 45,614

減価償却費 6,645 6,661

その他 224,009 175,515

販売費及び一般管理費合計 766,043 781,469

営業利益 619,690 631,294

営業外収益   

受取利息 2,441 2,121

有価証券利息 2,451 5,712

受取配当金 11,032 11,593

その他 1,891 2,511

営業外収益合計 17,816 21,939

営業外費用   

支払利息 5,176 5,311

支払手数料 4,249 4,252

投資有価証券評価損 6,596 64,623

その他 195 882

営業外費用合計 16,218 75,071

経常利益 621,289 578,162

税引前当期純利益 621,289 578,162

法人税、住民税及び事業税 299,222 303,923

法人税等調整額 △17,992 △27,768

法人税等合計 281,229 276,155

当期純利益 340,059 302,007
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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19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 768,978 768,978

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 768,978 768,978

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 708,018 708,018

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 708,018 708,018

資本剰余金合計   

前期末残高 708,018 708,018

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 708,018 708,018

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 23,700 23,700

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 23,700 23,700

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 125,000 125,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 125,000 125,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,550,371 1,763,746

当期変動額   

剰余金の配当 △126,684 △126,673

当期純利益 340,059 302,007

当期変動額合計 213,374 175,334

当期末残高 1,763,746 1,939,081

利益剰余金合計   

前期末残高 1,699,071 1,912,446

当期変動額   

剰余金の配当 △126,684 △126,673

当期純利益 340,059 302,007

当期変動額合計 213,374 175,334

当期末残高 1,912,446 2,087,781
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △23,447 △23,784

当期変動額   

自己株式の取得 △336 △269

自己株式の処分 － 55

当期変動額合計 △336 △214

当期末残高 △23,784 △23,998

株主資本合計   

前期末残高 3,152,620 3,365,658

当期変動額   

剰余金の配当 △126,684 △126,673

当期純利益 340,059 302,007

自己株式の取得 △336 △269

自己株式の処分 － 55

当期変動額合計 213,037 175,120

当期末残高 3,365,658 3,540,779

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 85,415 38,190

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △47,225 △36,068

当期変動額合計 △47,225 △36,068

当期末残高 38,190 2,121

評価・換算差額等合計   

前期末残高 85,415 38,190

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △47,225 △36,068

当期変動額合計 △47,225 △36,068

当期末残高 38,190 2,121

純資産合計   

前期末残高 3,238,036 3,403,848

当期変動額   

剰余金の配当 △126,684 △126,673

当期純利益 340,059 302,007

自己株式の取得 △336 △269

自己株式の処分 － 55

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △47,225 △36,068

当期変動額合計 165,812 139,052

当期末残高 3,403,848 3,542,901
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 該当事項はありません。 

   

  

  

  

(1）役員の異動 

 ① 代表取締役の異動 

   該当事項はありません。 

 ② その他の役員の異動 

  ・新任社外監査役候補 

    監査役 西田義隆 

 ③ 就任予定日 

   平成21年６月23日 

(2）その他 

 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記

６．その他
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