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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 9,165 5.3 662 4.0 671 1.8 208 △40.4
22年3月期 8,705 2.3 636 △2.3 660 10.5 348 13.4

（注）包括利益 23年3月期 181百万円 （△52.7％） 22年3月期 383百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

23年3月期 41.36 ― 5.3 12.0 7.2
22年3月期 137.73 ― 9.2 12.3 7.3

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22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

23年3月期 5,680 3,930 68.9 782.27
22年3月期 5,490 3,922 71.1 1,542.09

（参考） 自己資本   23年3月期  3,911百万円 22年3月期  3,906百万円

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

23年3月期 622 309 △173 2,375
22年3月期 283 △1 △144 1,618

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 50.00 50.00 126 36.3 3.4
23年3月期 ― 0.00 ― 25.00 25.00 125 60.4 2.2
24年3月期(予想) ― 0.00 ― 17.00 17.00 36.4

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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) 4,500 △4.3 335 △9.2 345 △6.2 160 235.4 21.33
通期 9,300 1.5 665 0.4 675 0.5 350 68.2 46.70



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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注） 詳細は、添付資料12ページ「４、連結財務諸表（６）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） 

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） 23年3月期 5,093,280 株 22年3月期 2,546,640 株
② 期末自己株式数 23年3月期 92,617 株 22年3月期 13,575 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 5,031,415 株 22年3月期 2,533,145 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 8,659 7.9 665 8.6 679 6.4 233 △32.5
22年3月期 8,027 3.8 613 △2.9 638 10.5 345 14.5

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

23年3月期 46.43 ―
22年3月期 136.56 ―

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 5,484 3,830 69.8 766.05
22年3月期 5,264 3,798 72.1 1,499.43

（参考） 自己資本 23年3月期  3,830百万円 22年3月期  3,798百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく連結財務諸表の監査手続が実施中です。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
１、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。業績予想の前提となる条件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、添付
資料２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。 
２、平成23年３月31日現在の株主に対し平成23年４月１日付をもって、普通株式１株につき1.5株の割合で株式分割しております。なお、「３、平成24年３月期の
連結業績予想」の一株当たり当期純利益は、当該株式分割の影響を考慮しております。 
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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、長期化する円高や株価の低迷、慢性的なデフレや厳しい雇用環境による個

人消費の低迷が依然として続く厳しい状況で推移いたしました。年度後半は政府による景気刺激策の効果や新興国を

中心とした旺盛な需要拡大により穏やかな回復が見られていましたが、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の

影響により年度末にかけて急速に経済活動が落ち込む結果となりました。 

 情報サービス業界におきましても、企業の情報化投資に対する慎重な姿勢が依然として続き、需要の減少と企業間

競争の激化による価格低下が進む等、引き続き厳しい状況が続いております。 

 このような状況の中で、当社グループにおきましては、既存顧客からの継続案件の維持・拡大に努めるとともに、

金融業における生命保険会社向け案件、銀行向け案件、製造業におけるオフィス用品総合メーカー向け案件を中心に

売上高は堅調に推移いたしました。 

 その結果、当社グループの売上高は9,165百万円（前期比5.3％増）となりました。また、営業利益は662百万円

（同4.0％増）、経常利益は671百万円（同1.8％増）、第２四半期において年金制度移行に伴う過去勤務債務210百万

円を特別損失に計上したことにより、当期純利益は208百万円（同40.4％減）となりました。  

 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・製造業向けサービスを中心に、売上高は5,128百万円（前期比5.1％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維持管理サービスが堅調に推移した結果、売上高は1,863百万円（同12.3％増）となり

ました。 

 （プロフェッショナル・サービス） 

 金融業における信販会社向け案件の拡大、銀行向け統合開発環境構築サービスの拡大に伴い、売上高は2,173

百万円（同0.3％増）となりました。    

    

 （次期の見通し） 

 今後の経済状況の見通しにつきましては、2011年度前半は工場設備の被災や輸送経路の遮断といった震災の傷跡が

残ることに加え、原子力発電所の事故をきっかけとした電力供給不足の長期化が見込まれることから、弱い動きが続

いていくものと予想されます。年度後半は、震災により損壊した生産設備、住宅などを再建するための復興需要が顕

在化することから、徐々に持ち直しに向かうことが見込まれます。しかしながら回復基調にありました企業の設備投

資や雇用情勢については、一転して慎重な姿勢となることが懸念され、情報サービス業界におきましても業界内にお

ける競争は一層の厳しさを増すものと予想されます。 

 このような状況の中で、当社グループはオフサイト・オフショアを積極活用し新たな価値創造を追求し、グローバ

ル展開を視野に入れた人材リソースの育成を図っていくことで品質・効率を向上させ、高付加価値なサービスを提供

していく組織を目指してまいります。 

 次期連結業績の見通しにつきましては、売上高9,300百万円（前期比1.5％増）、営業利益665百万円（同0.4％

増）、経常利益675百万円（同0.5％増）、当期純利益につきましては350百万円（同68.2％増）を見込んでおりま

す。 

  

(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5,680百万円となり、前連結会計年度末に比べ190百万円の増加となりました。これは

主に、現金及び預金の増加、売掛債権及び投資有価証券の減少によるものです。 

 当連結会計年度末の負債合計は1,750百万円となり、前連結会計年度末に比べ182百万円の増加となりました。これ

は主に、年金制度移行に伴い過去勤務債務を退職給付引当金に計上したことによるものです。 

 当連結会計年度末の純資産は3,930百万円となり、前連結会計年度末に比べ７百万円の増加となりました。これは

主に、利益剰余金の増加と自己株式の増加及びその他有価証券評価差額金の減少によるものです。これらの結果、自

己資本比率は68.9％となりました。 
 
  
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757百万円増加

し、2,375百万円となりました。 

 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。 

１．経営成績
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（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622百万円（前期比120.0％増）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420百万円、売上債権の減少額302百万円及び引当金の増加額156百万円等による資金増加と、法人税の支

払額306百万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） 

 投資活動の結果得られた資金は309百万円（前年同期は１百万円の使用）となりました。これは主に、有価証券の

償還による収入150百万円、定期預金の払戻による収入100百万円及び投資有価証券の売却による収入90百万円と投資

有価証券の取得による支出17百万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173百万円（前期比20.0％増）となりました。これは主に、配当金の支払額126百万

円及び自己株式の増加額50百万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。なお期末株価については、平成

22年４月１日付けで１株につき２株の株式分割、平成23年４月１日付で１株につき1.5株の株式分割を実施し

ている為、権利落ち後の株価に分割割合を乗じた金額により算出しております。  

３.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25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22年３月期 平成23年３月期 

自己資本比率（％）  71.1  68.9

時価ベースの自己資本比率（％）  70.1  69.9

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）  1.0  0.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  61.9  176.3
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 近の有価証券報告書（平成22年６月23日提出）における「事業系統図（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。 

  

(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（海外子会社の従業員は除く）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5.3％となり、前連結会計年度末に比べ3.9％減となりましたが、これは主に年金制度移行に伴う過去勤

務債務210百万円を特別損失に計上したことにより当期純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7.3％となりました。従業員一人当たりの連結売上高は、価格競争の激化及び効率化の

要請が高まったことにより19,669千円、従業員一人当たりの連結経常利益は1,442千円となりました。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  

  平成21年３月期決算短信（平成21年４月30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 

  

（4）会社の対処すべき課題 

  平成21年３月期決算短信（平成21年４月30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．企業集団の状況

３．経営方針
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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22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,888,618 2,545,687

売掛金 1,841,627 1,538,838

有価証券 400,000 350,000

仕掛品 16,209 53,915

繰延税金資産 118,582 121,049

その他 70,513 78,129

貸倒引当金 △2,439 △487

流動資産合計 4,333,112 4,687,133

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 75,575 84,471

その他（純額） 20,334 17,281

有形固定資産合計 ※1  95,910 ※1  101,752

無形固定資産 3,685 3,624

投資その他の資産   

投資有価証券 631,222 367,568

繰延税金資産 120,982 211,819

その他 305,400 308,945

投資その他の資産合計 1,057,604 888,333

固定資産合計 1,157,200 993,710

資産合計 5,490,313 5,680,844

負債の部   

流動負債   

買掛金 407,666 397,954

短期借入金 280,000 280,000

未払法人税等 168,048 149,480

賞与引当金 218,319 220,647

役員賞与引当金 37,888 44,063

その他 219,082 233,423

流動負債合計 1,331,005 1,325,568

固定負債   

退職給付引当金 52,040 189,092

役員退職慰労引当金 184,662 197,728

資産除去債務 － 37,886

固定負債合計 236,703 424,707

負債合計 1,567,708 1,750,276
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

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 2,421,607 2,503,051

自己株式 △24,297 △75,085

株主資本合計 3,874,306 3,904,962

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 38,411 14,827

為替換算調整勘定 △6,497 △7,919

その他の包括利益累計額合計 31,914 6,908

少数株主持分 16,383 18,696

純資産合計 3,922,604 3,930,568

負債純資産合計 5,490,313 5,680,844
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（２）連結損益及び包括利益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 8,705,612 9,165,885

売上原価 7,252,309 7,637,552

売上総利益 1,453,303 1,528,332

販売費及び一般管理費   

役員報酬 155,878 155,460

役員賞与引当金繰入額 37,886 44,063

給料及び手当 172,402 183,612

賞与引当金繰入額 18,638 17,715

退職給付費用 6,211 8,448

役員退職慰労引当金繰入額 15,941 15,805

賃借料 93,315 104,077

その他 316,254 337,095

販売費及び一般管理費合計 816,527 866,277

営業利益 636,775 662,054

営業外収益   

受取利息 6,173 3,346

受取配当金 8,290 9,623

投資有価証券売却益 5,832 9,322

投資有価証券評価損戻入益 16,880 －

違約金収入 － 5,136

その他 2,702 2,249

営業外収益合計 39,878 29,678

営業外費用   

支払利息 4,415 3,808

支払手数料 4,246 4,000

投資有価証券評価損 － 9,075

事務所移転費用 6,469 －

その他 1,444 2,874

営業外費用合計 16,576 19,757

経常利益 660,077 671,975

特別利益   

貸倒引当金戻入額 196 1,952

過年度受取配当金 － 3,761

保険解約返戻金 － 25,999

特別利益合計 196 31,714

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 21,508

投資有価証券評価損 － 51,565

持分変動損失 － 177

過去勤務債務償却額 － 210,098

特別損失合計 － 283,349

税金等調整前当期純利益 660,274 420,339

法人税、住民税及び事業税 313,905 291,172

法人税等調整額 △3,618 △77,124

法人税等合計 310,286 214,048
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 206,291

少数株主利益 1,087 △1,805

当期純利益 348,900 208,097

少数株主利益 － △1,805

少数株主損益調整前当期純利益 － 206,291

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △23,583

為替換算調整勘定 － △1,556

その他の包括利益合計 － ※2  △25,139

包括利益 － ※1  181,151

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 183,091

少数株主に係る包括利益 － △1,939
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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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 2,199,372 2,421,607

当期変動額   

剰余金の配当 △126,664 △126,653

当期純利益 348,900 208,097

当期変動額合計 222,235 81,443

当期末残高 2,421,607 2,503,051

自己株式   

前期末残高 △23,998 △24,297

当期変動額   

自己株式の取得 △370 △50,787

自己株式の処分 71 －

当期変動額合計 △298 △50,787

当期末残高 △24,297 △75,085

株主資本合計   

前期末残高 3,652,370 3,874,306

当期変動額   

剰余金の配当 △126,664 △126,653

当期純利益 348,900 208,097

自己株式の取得 △370 △50,787

自己株式の処分 71 －

当期変動額合計 221,936 30,656

当期末残高 3,874,306 3,904,962
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 2,121 38,411

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 36,289 △23,583

当期変動額合計 36,289 △23,583

当期末残高 38,411 14,827

為替換算調整勘定   

前期末残高 △3,693 △6,497

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,803 △1,422

当期変動額合計 △2,803 △1,422

当期末残高 △6,497 △7,919

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △1,571 31,914

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 33,485 △25,005

当期変動額合計 33,485 △25,005

当期末残高 31,914 6,908

少数株主持分   

前期末残高 12,811 16,383

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,572 2,313

当期変動額合計 3,572 2,313

当期末残高 16,383 18,696

純資産合計   

前期末残高 3,663,609 3,922,604

当期変動額   

剰余金の配当 △126,664 △126,653

当期純利益 348,900 208,097

自己株式の取得 △370 △50,787

自己株式の処分 71 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 37,058 △22,692

当期変動額合計 258,994 7,963

当期末残高 3,922,604 3,930,568
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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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 660,274 420,339

減価償却費 22,414 23,583

引当金の増減額（△は減少） 42,274 156,700

受取利息及び受取配当金 △14,463 △12,970

支払利息 4,415 3,808

投資有価証券評価損（△は戻入益） △16,880 60,640

売上債権の増減額（△は増加） △103,715 302,596

たな卸資産の増減額（△は増加） 16,359 △37,729

仕入債務の増減額（△は減少） △27,537 △9,688

その他 △5,776 12,051

小計 577,365 919,333

利息及び配当金の受取額 14,170 13,495

利息の支払額 △4,571 △3,532

法人税等の支払額 △303,932 △306,721

営業活動によるキャッシュ・フロー 283,031 622,574

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 100,000 100,000

有価証券の償還による収入 100,000 150,000

有形固定資産の取得による支出 △33,068 △5,169

投資有価証券の取得による支出 △162,769 △17,887

投資有価証券の売却による収入 10,955 90,433

その他 △16,648 △7,826

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,531 309,550

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △20,000 －

自己株式の増減額（△は増加） △298 △50,787

配当金の支払額 △126,948 △126,963

少数株主からの払込みによる収入 2,793 4,375

少数株主への配当金の支払額 △225 △300

財務活動によるキャッシュ・フロー △144,678 △173,676

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,099 △1,379

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 135,721 757,069

現金及び現金同等物の期首残高 1,482,896 1,618,618

現金及び現金同等物の期末残高 1,618,618 2,375,687
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 該当事項はありません。 

   

  

(5）継続企業の前提に関する注記

(6）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21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

―――――――――― （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 当連結会計年度より、「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。 

 これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ3,493千 

円、税金等調整前当期純利益は25,002千円減少しておりま

す。   

  

―――――――――― 

  

（連結損益及び包括利益計算書） 

 当連結会計年度より、「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）に基づ

き、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 

内閣府令第５号）を適用し、「少数株主損益調整前当期

純利益」の科目で表示しております。  

  

―――――――――― 

  

（追加情報） 

 当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適

用しております。ただし、「その他の包括利益累計額」

及び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度

の金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額

等合計」の金額を記載しております。 
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(7）連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成23年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 105,322千円 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 136,848千円

 ２ 長期預金          ２         

 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22年８月23日 100,000千円

計  100,000千円

  

  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 2,500,000千円 

借入実行残高 250,000千円 

差引額 2,250,000千円 

  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 2,500,000千円 

借入実行残高 250,000千円 

差引額 2,250,000千円 
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 当連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日）    

 ※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

   

 ※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

  

  前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22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280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 

   

（連結損益及び包括利益計算書関係）

親会社株主に係る包括利益 384,561千円 

少数株主に係る包括利益 △1,171千円 

計 383,389千円 

その他有価証券評価差額金 36,289千円 

為替換算調整勘定 △2,887千円 

計 33,401千円 

（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  13,345  280  50  13,575

合計  13,345  280  50  13,575

  
（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21年６月23日 

定時株主総会 
普通株式  126,664  50 平成21年３月31日 平成21年６月24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22年６月23日 

定時株主総会 
普通株式  126,653 利益剰余金  50 平成22年３月31日 平成22年６月24日

株式会社キューブシステム （2335）　平成23年３月期　決算短信

- 14 -



  当連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23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）普通株式の発行済株式総数の増加2,546,640株は、株式分割によるものです。 

   普通株式の自己株式の株式数の増加79,042株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加65,400株、株式分

   割による増加13,575株及び単元未満株式の買取による増加67株であります。 

   

 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 

   

   

  当社グループは、システムソリューション・サービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

  
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  －  5,093,280

合計  2,546,640  2,546,640  －  5,093,280

自己株式         

普通株式  13,575  79,042  －  92,617

合計  13,575  79,042  －  92,617

  
（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22年６月23日 

定時株主総会 
普通株式  126,653  50 平成22年３月31日 平成22年６月24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23年６月28日 

定時株主総会 
普通株式  125,016 利益剰余金  25 平成23年３月31日 平成23年６月29日

（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21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23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22年３月31日現在） （平成23年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,888,618千円

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 1,618,618千円

現金及び預金勘定 2,545,687千円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金 
△170,000千円

現金及び現金同等物 2,375,687千円

（セグメント情報等）
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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。 

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１株当たり純資産額 円  09銭1,542

１株当たり当期純利益金額   円 銭137 73

１株当たり純資産額 円   銭782 27

１株当たり当期純利益金額   円 銭41 36

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式がないため記載しておりません。 

 当社は、平成22年４月１日付けで株式１株につき２株の

株式分割を行っております。当該株式分割が前連結会計年

度の開始の日に行われたと仮定した場合における前連結会

計年度末の１株当たり情報については、以下のとおりであ

ります。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式がないため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 円  05銭771

１株当たり当期純利益金額   円 銭68 87

  
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当期純利益（千円）  348,900  208,097

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）  348,900  208,097

普通株式の期中平均株式数（千株）  2,533  5,031

  
前連結会計年度末 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度末 
(平成23年３月31日) 

純資産の部の合計額（千円）  3,922,604  3,930,568

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円） 
 16,383  18,696

(うち少数株主持分）  ( ) 16,383  ( ) 18,696

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  3,906,220  3,911,871

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  5,000
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（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

（株式分割について）  

 平成22年１月28日開催の当社取締役会の決議に基づき、

次のように株式分割による新株式を発行しております。 
  
 （１）分割方法  

 平成22年３月31日 終の株主名簿に記載又は記

録された株主の所有株式数を、１株につき２株の

割合をもって分割します。 

 （２）効力発生日  

 平成22年４月１日 

 （３）分割により増加する株式数 

 普通株式  2,546,640株 

 （４）１株当たり情報に及ぼす影響 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前連結会計年度における１株当たり情報及び

当期首に行われたと仮定した場合の当連結会計年

度における１株当たり情報は、それぞれ以下のと

おりであります。  

  

前連結会計年度 当連結会計年度  

  
１株当たり純資産額  

      円 銭  

  

１株当たり当期純利益金額 

       円 銭 

  

 なお、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額に

ついては、潜在株式がない

ため記載しておりません。 

720 56

60 72

 
１株当たり純資産額 

      円 05銭 

  

１株当たり当期純利益金額

       円 銭 

  

 なお、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額に

ついては、潜在株式がない

ため記載しておりません。

771

68 87

（株式分割について）  

 平成23年１月27日開催の当社取締役会の決議に基づき、

次のように株式分割による新株式を発行しております。 
  
 （１）分割方法  

 平成23年３月31日 終の株主名簿に記載又は記

録された株主の所有株式数を、１株につき1.5株の

割合をもって分割します。 

 （２）効力発生日  

 平成23年４月１日 

 （３）分割により増加する株式数 

 普通株式  2,546,640株 

 （４）１株当たり情報に及ぼす影響 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前連結会計年度における１株当たり情報及び

当期首に行われたと仮定した場合の当連結会計年

度における１株当たり情報は、それぞれ以下のと

おりであります。  

  

前連結会計年度 当連結会計年度  

１株当たり純資産額  

      円 03銭 

  

１株当たり当期純利益金額

       円 銭 

  

 なお、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額に

ついては、潜在株式がない

ため記載しておりません。

514

45 91

 
１株当たり純資産額 

      円 51銭 

  

１株当たり当期純利益金額

       円 銭 

  

 なお、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額に

ついては、潜在株式がない

ため記載しておりません。

521

27 57
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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22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,682,062 2,382,642

売掛金 1,754,694 1,448,200

有価証券 400,000 350,000

仕掛品 13,819 51,706

前払費用 58,966 59,917

繰延税金資産 108,291 114,160

その他 17,625 19,080

流動資産合計 4,035,458 4,425,708

固定資産   

有形固定資産   

建物 101,189 138,292

減価償却累計額 △33,400 △61,226

建物（純額） 67,788 77,065

工具、器具及び備品 75,009 72,717

減価償却累計額 △62,560 △62,066

工具、器具及び備品（純額） 12,449 10,650

土地 2,503 2,503

有形固定資産合計 82,742 90,220

無形固定資産 3,466 3,405

投資その他の資産   

投資有価証券 631,222 367,568

関係会社株式 50,000 50,000

関係会社出資金 55,529 55,529

長期前払費用 14,708 18,972

繰延税金資産 110,553 193,554

敷金及び保証金 107,991 106,513

保険積立金 116,280 116,846

会員権 56,601 56,601

投資その他の資産合計 1,142,888 965,587

固定資産合計 1,229,097 1,059,213

資産合計 5,264,556 5,484,922
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 381,987 380,878

短期借入金 280,000 280,000

未払金 86,740 98,324

未払費用 77,792 79,215

未払法人税等 159,580 149,380

預り金 31,766 36,621

賞与引当金 197,861 204,217

役員賞与引当金 37,000 44,000

流動負債合計 1,252,729 1,272,636

固定負債   

退職給付引当金 37,448 158,370

役員退職慰労引当金 176,223 187,368

資産除去債務 － 35,809

固定負債合計 213,671 381,548

負債合計 1,466,401 1,654,185

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 2,158,344 2,265,297

利益剰余金合計 2,307,044 2,413,997

自己株式 △24,297 △75,085

株主資本合計 3,759,743 3,815,908

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 38,411 14,827

評価・換算差額等合計 38,411 14,827

純資産合計 3,798,154 3,830,736

負債純資産合計 5,264,556 5,484,922
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 8,027,114 8,659,894

売上原価 6,655,667 7,190,833

売上総利益 1,371,447 1,469,061

販売費及び一般管理費   

役員報酬 144,540 142,860

役員賞与引当金繰入額 37,000 44,000

給料及び手当 154,592 159,674

賞与引当金繰入額 17,021 16,375

退職給付費用 5,219 7,573

役員退職慰労引当金繰入額 14,545 14,405

福利厚生費 40,355 47,062

支払手数料 63,326 76,849

賃借料 90,314 99,552

旅費及び交通費 22,811 26,494

減価償却費 6,547 8,555

その他 161,954 160,003

販売費及び一般管理費合計 758,229 803,405

営業利益 613,217 665,655

営業外収益   

受取利息 1,847 938

有価証券利息 4,312 2,531

受取配当金 11,290 13,623

投資有価証券売却益 5,832 9,322

投資有価証券評価損戻入益 16,880 －

違約金収入 － 5,136

その他 1,431 2,155

営業外収益合計 41,594 33,707

営業外費用   

支払利息 4,415 3,808

支払手数料 4,246 4,000

投資有価証券評価損 － 9,075

事務所移転費用 6,469 －

その他 932 2,973

営業外費用合計 16,064 19,857

経常利益 638,747 679,506

特別利益   

過年度受取配当金 － 3,761

保険解約返戻金 － 25,999

特別利益合計 － 29,761

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 20,433

投資有価証券評価損 － 51,565

過去勤務債務償却額 － 185,380

特別損失合計 － 257,379

税引前当期純利益 638,747 451,888

法人税、住民税及び事業税 298,114 290,972

法人税等調整額 △5,295 △72,690

法人税等合計 292,819 218,282

当期純利益 345,928 233,605
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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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 1,939,081 2,158,344

当期変動額   

剰余金の配当 △126,664 △126,653

当期純利益 345,928 233,605

当期変動額合計 219,263 106,952

当期末残高 2,158,344 2,265,297

利益剰余金合計   

前期末残高 2,087,781 2,307,044

当期変動額   

剰余金の配当 △126,664 △126,653

当期純利益 345,928 233,605

当期変動額合計 219,263 106,952

当期末残高 2,307,044 2,413,997

自己株式   

前期末残高 △23,998 △24,297
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当期変動額   

自己株式の取得 △370 △50,787

自己株式の処分 71 －

当期変動額合計 △298 △50,787

当期末残高 △24,297 △75,085

株主資本合計   

前期末残高 3,540,779 3,759,743

当期変動額   

剰余金の配当 △126,664 △126,653

当期純利益 345,928 233,605

自己株式の取得 △370 △50,787

自己株式の処分 71 －

当期変動額合計 218,964 56,165

当期末残高 3,759,743 3,815,908

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 2,121 38,411

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 36,289 △23,583

当期変動額合計 36,289 △23,583

当期末残高 38,411 14,827

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,121 38,411

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 36,289 △23,583

当期変動額合計 36,289 △23,583

当期末残高 38,411 14,827

純資産合計   

前期末残高 3,542,901 3,798,154

当期変動額   

剰余金の配当 △126,664 △126,653

当期純利益 345,928 233,605

自己株式の取得 △370 △50,787

自己株式の処分 71 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 36,289 △23,583

当期変動額合計 255,253 32,581

当期末残高 3,798,154 3,830,736
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 該当事項はありません。 

     

別途開示しております、平成23年３月期決算短信補足説明資料をご覧下さい。  

 平成23年３月期決算短信補足説明資料は、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 

  

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（平成23年６月28日付予定） 

 ・退任予定取締役 

   取締役 海保雅司 

 ・新任監査役候補 

   （非常勤）社外監査役 永田健二 

 ・退任予定監査役 

   （非常勤）社外監査役 本郷昌宏  

  

(4）継続企業の前提に関する注記

６．その他

(1）生産、受注及び販売の状況

(2）役員の異動
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