
 

 

 

   

 

 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有 
四半期決算説明会開催の有無    ： 無 

  

 

   

 

 
  

 
  

   

 

 
  

  

 
(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

  

 

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 

  

 

平成23年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成22年８月11日

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22年８月11日 配当支払開始予定日 ─

(百万円未満切捨て)

1. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年３月期第１四半期 9,524 △6.1 △98 ─ △23 ─ △151 ─

22年３月期第１四半期 10,145 △5.7 6 △97.5 54 △83.6 △29 ─

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

23年３月期第１四半期 △5.63 ─

22年３月期第１四半期 △1.11 ─

 (2) 連結財政状態

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

23年３月期第１四半期 37,380 24,764 65.1 903 36

22年３月期 38,558 25,199 64.2 918 13

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 24,338百万円  22年３月期 24,735百万円

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

22年３月期 ─ 5 00 ─ 7 00 12 00

23年３月期 ─

23年３月期(予想) 5 00
─

7 00 12 00

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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(累計) 23,000 3.6 600 84.3 700 76.6 300 58.5 11 13

通期 52,000 8.8 1,800 3.5 1,900 1.5 1,000 2.9 37 12



  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

 
(注) 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の有無となります。 

 
(注) 「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、表示方法等の変更の有無となります。 

 
 ※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

  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きの対象外であります。  

 なお、当第１四半期決算短信の開示時点において、当第１四半期連結会計（累計）期間に係る四半期

連結財務諸表に関する監査法人のレビュー手続きは終了しております。 

 ※ 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、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。 

4. その他（詳細は【添付資料】P.3 「2.その他の情報」をご覧ください。）
 

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規 ─社（社名）             除外 ─社（社名）

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 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) 23年3月期１Ｑ 27,644,699株 22年3月期 27,644,699株

② 期末自己株式数 23年3月期１Ｑ 702,915株 22年3月期 702,915株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期１Ｑ 26,941,784株 22年3月期１Ｑ 26,942,446株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、新興国向けの輸出を中心とした外需に支えられ、
緩やかな景気回復局面を迎えつつあるものの、雇用や物価など内需の足取りは依然として重く、欧州経
済の金融不安やそれに伴う円高の影響もあり、本格的な景気回復には課題も多い状況のまま、推移いた
しました。 
 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では、ＮＧＮ（次世代ネットワーク）の
構築に向けた設備投資のほか、移動通信事業分野において「スマートフォン」（高機能携帯端末）の普
及に伴うデータ通信量の急増により、通信品質の更なる向上が求められているため、携帯電話基地局へ
の投資が増加しております。 
 その一方で、当社グループは各通信事業者からコスト・品質を中心としたあらゆる側面における高度
なニーズへの迅速かつ適切な対応を求められております。 
 このような環境下、当社グループは、中期経営計画「Ｃｒｅａｔｅ2012」のもと、営業所の統廃合に
向けた設備投資の実施など、積極的に諸施策を展開してまいりました。 
 当社グループの当第１四半期連結会計期間の連結業績につきましては、受注高129億85百万円（前年
同四半期比115.7%）、売上高95億24百万円（前年同四半期比93.9%）、経常損益につきましては、23百
万円の経常損失（前年同四半期 経常利益54百万円）、四半期純損益は1億51百万円の四半期純損失
（前年同四半期 純損失29百万円）と減収減益となりました。 
  

 ① 通信建設事業 

通信建設事業では、受注高は112億88百万円（前年同四半期比118.6%)、売上高は78億26百万円（前年
同四半期比92.8%)となり、営業利益は69百万円（前年同四半期比39.0%)となりました。  

 ② 情報サービス事業 

売上高は16億97百万円（前年同四半期比99.3%)となり、営業損失1億69百万円（前年同四半期 営業
損失1億73百万円)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373億80百万円（前
連結会計年度末385億58百万円）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126億16百万円（前連結会計年度末133億59百万円）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247億64百万円（前連結会計年度末251億99百万円）となりまし
た。 

  

平成23年３月期の連結業績予想につきましては、平成22年５月13日に公表いたしました業績予想から変
更はありません。 

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

(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。 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

当第１四半期連結会計期間から「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年
３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20
年３月31日）を適用しております。 
 これによる営業損失、経常損失への影響は軽微であり、税金等調整前四半期純損失は34百万円増加し
ております。 

 企業結合に関する会計基準等の適用 

当第１四半期連結会計期間から「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）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「事業分離
等に関する会計基準」（企業会計基準第7号 平成20年12月26日公表分）、「持分法に関する会計基
準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分）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）を適用しております。 

  

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

  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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 8,031 6,395

受取手形・完成工事未収入金等 7,767 12,786

未成工事支出金 2,308 1,251

商品 451 76

仕掛品 130 32

材料貯蔵品 303 288

繰延税金資産 164 209

その他 648 568

貸倒引当金 △5 △7

流動資産合計 19,801 21,601

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 4,186 3,388

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 1,327 1,276

土地 8,206 8,123

建設仮勘定 1 332

その他（純額） 22 24

有形固定資産計 13,744 13,145

無形固定資産 78 78

投資その他の資産

投資有価証券 1,933 2,046

繰延税金資産 1,125 1,044

その他 698 642

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産計 3,755 3,732

固定資産合計 17,579 16,957

資産合計 37,380 38,558
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 4,128 4,556

短期借入金 700 900

1年内返済予定の長期借入金 504 504

未払法人税等 38 236

未成工事受入金 288 126

賞与引当金 219 445

役員賞与引当金 14 62

その他 2,031 2,074

流動負債合計 7,924 8,906

固定負債

長期借入金 2,057 1,958

再評価に係る繰延税金負債 508 508

退職給付引当金 1,754 1,614

役員退職慰労引当金 158 200

長期未払金 95 99

その他 115 70

固定負債合計 4,691 4,453

負債合計 12,616 13,359

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 18,427 18,767

自己株式 △133 △133

株主資本合計 26,201 26,541

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △51 5

土地再評価差額金 △1,811 △1,811

評価・換算差額等合計 △1,862 △1,805

少数株主持分 426 463

純資産合計 24,764 25,199

負債純資産合計 37,380 38,558
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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21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年６月30日)

売上高

完成工事高 8,436 7,826

商品売上高 1,709 1,697

売上高合計 10,145 9,524

売上原価

完成工事原価 7,769 7,330

商品売上原価 1,344 1,308

売上原価合計 9,114 8,638

売上総利益

完成工事総利益 666 496

商品売上総利益 364 388

売上総利益合計 1,031 885

販売費及び一般管理費 1,025 984

営業利益又は営業損失（△） 6 △98

営業外収益

受取利息配当金 25 29

受取保険金 13 0

株式割当益 － 29

その他 17 24

営業外収益合計 57 83

営業外費用

支払利息 7 5

その他 1 3

営業外費用合計 9 8

経常利益又は経常損失（△） 54 △23

特別利益

前期損益修正益 2 7

固定資産売却益 1 2

その他 1 3

特別利益合計 5 13

特別損失

前期損益修正損 4 23

固定資産除売却損 5 4

投資有価証券評価損 － 44

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 34

その他 0 0

特別損失合計 11 107

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

48 △117

法人税、住民税及び事業税 42 67

法人税等調整額 73 1

法人税等合計 116 68

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △186

少数株主損失（△） △37 △34

四半期純損失（△） △29 △151
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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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