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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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 ％

24年3月期第3四半期 33,964 △1.1 1,154 14.7 1,322 11.1 617 56.0
23年3月期第3四半期 34,354 2.7 1,006 90.5 1,189 84.2 395 59.4

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 575百万円 （108.0％） 23年3月期第3四半期 276百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 22.92 ―
23年3月期第3四半期 14.69 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 37,327 26,097 68.7
23年3月期 40,210 25,869 63.2
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  25,660百万円 23年3月期  25,396百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

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

23年3月期 ― 5.00 ― 7.00 12.00
24年3月期 ― 5.00 ―
24年3月期（予想） 7.00 12.00

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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

通期 55,000 10.0 2,300 1.8 2,500 1.2 1,200 14.5 44.55



(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）  ：  無  

(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 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であります。なお、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法
に基づく四半期財務諸表のレビュー手続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。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、四半期
決算短信（添付資料）P.2「1.(3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 27,644,699 株 23年3月期 27,644,699 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 711,966 株 23年3月期 711,591 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 26,932,836 株 23年3月期3Q 26,941,702 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要による緩やかな景気

の持ち直しの動きがみられた一方で、欧州の債務危機を背景とした金融不安や歴史的な円高など景気の

先行きは依然として不透明な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においては、光アクセス網の拡充が進む

とともに、移動通信分野におけるスマートフォン、タブレット型情報端末の急速な普及に伴い、情報通

信を活用したサービスがさらに広がりを見せております。このスマートフォンなどの高機能端末の利用

者の増加に連れ、通信量が急激に増加し、モバイル通信の高速化、大容量化の需要が高まっていること

から、高速無線（ＬＴＥ）基地局や基幹通信網の整備が積極的に進められております。 

 このような事業環境の中、当社グループはシーキューブグループ中期経営計画「Create2012」のも

と、各通信事業者からのコスト面を中心に、品質、納期などの厳しいニーズを的確に捉えるため、技術

者の育成、原価の削減に向けた諸施策を実施してまいりました。 

  当社グループの当第３四半期連結累計期間の連結業績につきましては、受注高364億44百万円（前年

同四半期比98.8%）、売上高339億64百万円（前年同四半期比98.9%）、経常利益につきましては、13億

22百万円（前年同四半期比111.1%）、四半期純利益は6億17百万円（前年同四半期比156.0%）と減収増

益となりました。 

セグメントの業績は次のとおりであります。 

 ① 通信建設事業 

受注高は291億46百万円（前年同四半期比99.0%）、売上高は266億66百万円（前年同四半期比99.1%）

となり、セグメント利益（営業利益）は12億34百万円（前年同四半期比109.2%）となりました。 

 ② 情報サービス事業 

売上高は72億97百万円（前年同四半期比98.1%）となり、セグメント損失（営業損失）47百万円（前

年同四半期 セグメント損失（営業損失）1億22百万円）となりました。 

当社グループの当第３四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373億27百万円

（前連結会計年度末402億10百万円）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112億30百万円（前連結会計年度末143億41百万円）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260億97百万円（前連結会計年度末258億69百万円）と

なりました。 

平成24年３月期の連結業績予想につきましては、平成23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

（資産、負債、純資産の状況)

（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。 

  

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変

更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計適用指針第24号 平成21年12月4日）を適

用しております。 

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）追加情報

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用
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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)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 4,814 6,211

受取手形・完成工事未収入金等 15,551 10,421

未成工事支出金 1,482 1,892

商品 78 483

仕掛品 25 96

材料貯蔵品 326 330

繰延税金資産 294 208

その他 626 743

貸倒引当金 △6 △7

流動資産合計 23,192 20,380

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,945 3,744

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 1,219 1,160

土地 7,997 7,876

建設仮勘定 4 231

その他（純額） 35 46

有形固定資産合計 13,203 13,060

無形固定資産 145 280

投資その他の資産

投資有価証券 1,833 1,697

繰延税金資産 1,158 1,217

その他 702 716

貸倒引当金 △25 △25

投資その他の資産合計 3,668 3,605

固定資産合計 17,017 16,946

資産合計 40,210 37,327
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 5,221 3,250

短期借入金 800 400

1年内返済予定の長期借入金 4 855

リース債務 48 56

未払法人税等 832 98

未成工事受入金 70 225

賞与引当金 478 397

役員賞与引当金 70 73

その他 1,759 1,633

流動負債合計 9,286 6,990

固定負債

長期借入金 2,359 1,302

リース債務 90 96

再評価に係る繰延税金負債 504 439

退職給付引当金 1,803 2,115

役員退職慰労引当金 159 154

長期未払金 95 85

その他 41 44

固定負債合計 5,054 4,239

負債合計 14,341 11,230

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 19,368 19,660

自己株式 △135 △135

株主資本合計 27,139 27,431

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △55 △148

土地再評価差額金 △1,687 △1,622

その他の包括利益累計額合計 △1,742 △1,770

少数株主持分 472 436

純資産合計 25,869 26,097

負債純資産合計 40,210 37,327
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（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：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

売上高

完成工事高 26,917 26,666

商品売上高 7,437 7,297

売上高合計 34,354 33,964

売上原価

完成工事原価 24,410 24,069

商品売上原価 5,977 5,705

売上原価合計 30,388 29,775

売上総利益

完成工事総利益 2,506 2,596

商品売上総利益 1,459 1,592

売上総利益合計 3,966 4,189

販売費及び一般管理費 2,959 3,034

営業利益 1,006 1,154

営業外収益

受取利息及び配当金 52 49

受取保険金 17 34

株式割当益 29 －

その他 113 113

営業外収益合計 213 197

営業外費用

支払利息 15 12

その他 14 17

営業外費用合計 29 29

経常利益 1,189 1,322

特別利益

前期損益修正益 11 －

固定資産売却益 15 23

その他 8 0

特別利益合計 34 24

特別損失

前期損益修正損 23 －

固定資産除売却損 93 91

投資有価証券評価損 90 15

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 34 －

減損損失 63 －

その他 15 0

特別損失合計 320 106

税金等調整前四半期純利益 903 1,239

法人税、住民税及び事業税 684 584

法人税等調整額 △158 53

法人税等合計 525 637

少数株主損益調整前四半期純利益 377 602

少数株主損失（△） △17 △14

四半期純利益 395 617
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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：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 377 602

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △101 △92

土地再評価差額金 － 64

その他の包括利益合計 △101 △27

四半期包括利益 276 575

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 293 589

少数株主に係る四半期包括利益 △16 △13
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日) 

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
 （注）１ セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。 

    ２ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 ２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 （固定資産に係る重要な減損損失） 

「通信建設事業」セグメントにおいて、旧春日井営業所、旧名古屋東営業所の資産は、遊休状態と

なり、かつ、将来の使用が見込まれないために減損損失を認識いたしました。なお、当該減損損失の

計上額は、当第３四半期連結累計期間においては、63百万円であります。 

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日) 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注)  １ セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。 

    ２ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

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）セグメント情報等

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額 

(注)２通信建設事業 情報サービス事業 計

売上高

   外部顧客への売上高 26,917 7,437 34,354 ― 34,354

   セグメント間の 
   内部売上高又は振替高

187 381 569 △569 ―

計 27,104 7,819 34,924 △569 34,354

セグメント利益 
    又は損失(△)

1,131 △122 1,008 △2 1,006

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額 

(注)２通信建設事業 情報サービス事業 計

売上高

   外部顧客への売上高 26,666 7,297 33,964 ― 33,964

   セグメント間の 
   内部売上高又は振替高

156 402 558 △558 ―

計 26,822 7,700 34,522 △558 33,964

セグメント利益 
        又は損失(△)

1,234 △47 1,187 △33 1,154

（５）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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