
平成22年3月期 第1四半期決算短信 

平成21年8月12日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 シーキューブ株式会社 上場取引所 名 
コード番号 1936 URL http://www.c-cube-g.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 片桐 清志
問合せ先責任者 （役職名） 経理部長 （氏名） 平手 一幸 TEL 052-332-8023
四半期報告書提出予定日 平成21年8月12日
配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(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 ％

22年3月期第1四半期 10,145 △5.7 6 △97.5 54 △83.6 △29 ―
21年3月期第1四半期 10,757 ― 241 ― 329 ― 118 ―

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

22年3月期第1四半期 △1.11 ―
21年3月期第1四半期 4.39 ―

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

22年3月期第1四半期 34,711 24,361 69.0 889.00
21年3月期 36,962 24,471 65.0 891.59

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  23,951百万円 21年3月期  24,021百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
（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

21年3月期 ― 5.00 ― 7.00 12.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
5.00 ― 7.00 12.00

3.  平成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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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 26,000 7.7 700 △7.2 800 △10.5 400 △10.5 14.84

通期 53,000 2.1 2,000 △17.8 2,100 △20.9 1,200 △9.0 44.53
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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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
(注) 詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。 

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注) 詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 27,644,699株 21年3月期  27,644,699株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  702,283株 21年3月期  701,987株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 26,942,446株 21年3月期第1四半期 26,944,301株
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当第１四半期における我が国経済は、昨年秋以降の世界同時不況からは持ち直しの兆しがみられ、最悪
期を脱しつつあるものの、依然として低調に推移しており、雇用悪化や金融不安等の景気の下振れリスク
を注視しなければならない状況にあります。 
 当社グループの主要な事業分野であります情報通信事業分野におきましては、個人消費も低迷し、光ア
クセスサービスへの加入者数が伸び悩む一方で、顧客獲得に向けた次世代ネットワーク（ＮＧＮ）への投
資も行われております。各通信事業者からの設備投資を受注する当社グループが求められる価格・品質を
中心としたあらゆる面における要求は一段と厳しさを増しております。 
 こうした状況下、当社グループの当第１四半期連結会計期間の経営成績につきましては、受注高112億
24百万円（前年同四半期比90.1%）、売上高101億45百万円（前年同四半期比94.3%）となりました。次期
への繰越高については、65億72百万円（前年同四半期比75.3%）となりました。 
 また、利益については、経常利益は54百万円（前年同四半期比16.4%）となり、四半期純損失は29百万
円（前年同四半期純利益１億18百万円）となりました。 
 なお、当社グループの売上高及び利益の推移は、通常の営業の形態として第４四半期に偏る傾向にあり
ますが、当四半期の業績は概ね順調に推移しております。 

① 通信建設事業 
ＮＴＴ工事につきましては、受注高は57億22百万円（前年同四半期比102.3%)、売上高は51億81百万

円（前年同四半期比100.8%)となり、その他工事については、受注高37億92百万円（前年同四半期比
80.1%)、売上高は32億54百万円（前年同四半期比93.3%)となりました。  
 通信建設事業全体では、受注高は95億15百万円（前年同四半期比92.1%)、売上高は84億36百万円（前
年同四半期比97.8%)となり、営業利益は1億77百万円（前年同四半期比34.9%)となりました。  

② 情報サービス事業 
売上高は17億9百万円（前年同四半期比80.3%)となり、営業損失1億73百万円（前年同四半期営業損失

2億66百万円)となりました。 

  

当社グループの当第1四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、総資産は347億11百万円（前連
結会計年度末369億62百万円）となりました。その減少の主な要因は、売上債権の減少によるものであり
ます。負債は103億49百万円（前連結会計年度末124億91百万円）となりました。その減少の主な要因は、
仕入債務の減少であります。純資産は243億61百万円（前連結会計年度末244億71百万円）となりました。

  

今後の情報通信事業分野においては、景気の先行き不透明感から企業の設備投資、個人消費も依然とし
て厳しい状況にあるものと予想され、当社グループにおいても、コストダウン・高品質の確保・納期の早
期化等のニーズはより一層高いレベルを求められるものと思われます。これに対し、「中期経営計画
Create2012」のもと、中長期的な視点で、市場動向を見据え、適時適切な諸施策を検討・展開し、対応し
てまいります。現時点におきましては平成21年5月15日発表の当期業績予想に変更はありません。 

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報

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。 
  

  当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が
ないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しておりま
す。 

   当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出については、実地たな卸を省略し、前連結会計年
度末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 
 また、たな卸資産の簿価切り下げについては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売
却価額を見積り、簿価切り下げを行う方法によっております。 

  固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期
間按分する方法によっております。 

  合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

  法人税等の納付税額の算定については、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定
する方法によっております。 
 繰延税金資産の回収可能性の判断については、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時
差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の
業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

①売上高及び売上原価の計上基準の変更 
 請負工事及び受注制作ソフトウェアに係る売上高の計上基準は、従来、長期大型工事（工期１年
以上かつ請負金額２億円以上）については工事進行基準を、その他については工事完成基準を適用
しておりましたが、当第１四半期連結会計期間から「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）を適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した契約から、当第1四
半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる場合は工事進行基準（工事
の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他は工事完成基準を適用しております。 
 これにより、従来の方法によった場合と比べ、売上高は671百万円増加し、営業利益、経常利益及
び税金等調整前四半期純利益が、それぞれ25百万円増加しております。 

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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

  ① 一般債権の貸倒見積高の算定方法

  ② たな卸資産の評価方法

  ③ 固定資産の減価償却費の算定方法

  ④ 経過勘定科目の算定方法

  ⑤ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

(3) 四半期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
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 7,651 5,698 

受取手形・完成工事未収入金等 7,610 12,415 

未成工事支出金 2,940 2,481 

商品 221 119 

仕掛品 137 55 

材料貯蔵品 291 307 

繰延税金資産 163 244 

その他 621 610 

貸倒引当金 △5 △6 

流動資産合計 19,633 21,927 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,563 3,632 

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 1,445 1,493 

土地 6,061 6,061 

建設仮勘定 115 108 

その他（純額） 20 22 

有形固定資産合計 11,207 11,318 

無形固定資産 88 87 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,151 1,907 

繰延税金資産 1,002 1,093 

その他 632 633 

貸倒引当金 △5 △5 

投資その他の資産合計 3,781 3,629 

固定資産合計 15,078 15,035 

資産合計 34,711 36,962 
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 3,759 4,545 

短期借入金 700 950 

1年内返済予定の長期借入金 54 855 

未払法人税等 56 624 

未成工事受入金 185 120 

賞与引当金 223 447 

役員賞与引当金 16 72 

工事損失引当金 20 18 

その他 1,433 1,794 

流動負債合計 6,450 9,428 

固定負債   

長期借入金 1,361 562 

再評価に係る繰延税金負債 529 529 

退職給付引当金 1,674 1,532 

役員退職慰労引当金 179 239 

長期未払金 99 145 

その他 54 52 

固定負債合計 3,899 3,062 

負債合計 10,349 12,491 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,104 4,104 

資本剰余金 3,801 3,801 

利益剰余金 17,871 18,089 

自己株式 △133 △132 

株主資本合計 25,644 25,863 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 88 △59 

土地再評価差額金 △1,781 △1,781 

評価・換算差額等合計 △1,692 △1,841 

少数株主持分 409 449 

純資産合計 24,361 24,471 

負債純資産合計 34,711 36,962 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高   

完成工事高 8,628 8,436 

商品売上高 2,129 1,709 

売上高合計 10,757 10,145 

売上原価   

完成工事原価 7,665 7,769 

商品売上原価 1,758 1,344 

売上原価合計 9,423 9,114 

売上総利益   

完成工事総利益 962 666 

商品売上総利益 370 364 

売上総利益合計 1,333 1,031 

販売費及び一般管理費 1,091 1,025 

営業利益 241 6 

営業外収益   

受取利息配当金 29 25 

受取保険金 46 13 

その他 24 17 

営業外収益合計 99 57 

営業外費用   

支払利息 9 7 

その他 2 1 

営業外費用合計 12 9 

経常利益 329 54 

特別利益   

前期損益修正益 － 2 

固定資産売却益 － 1 

投資有価証券売却益 19 － 

その他 5 1 

特別利益合計 25 5 

特別損失   

前期損益修正損 － 4 

固定資産除売却損 11 5 

その他 12 0 

特別損失合計 23 11 

税金等調整前四半期純利益 331 48 

法人税、住民税及び事業税 191 42 

法人税等調整額 83 73 

法人税等合計 275 116 

少数株主損失（△） △62 △37 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 118 △29 
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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) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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