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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 48,450 △3.1 2,296 1.6 2,502 1.3 1,530 46.0
23年3月期 49,997 4.6 2,260 29.9 2,470 32.0 1,047 7.8

（注）包括利益 24年3月期 1,743百万円 （74.3％） 23年3月期 1,000百万円 （△5.2％）

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
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 ％ ％ ％

24年3月期 56.82 ― 5.9 6.1 4.7
23年3月期 38.90 ― 4.2 6.1 4.5

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  ―百万円 23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

24年3月期 41,352 27,266 64.6 991.66
23年3月期 40,210 25,869 63.2 942.96

（参考） 自己資本   24年3月期  26,708百万円 23年3月期  25,396百万円

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

24年3月期 4,319 △1,761 △642 6,659
23年3月期 645 △1,675 △564 4,744

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 ％ ％

23年3月期 ― 5.00 ― 7.00 12.00 323 30.8 1.2
24年3月期 ― 5.00 ― 7.00 12.00 323 21.1 1.2
25年3月期(予想) ― 5.00 ― 7.00 12.00 20.2

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 26,000 10.6 900 0.9 1,100 8.8 600 12.4 22.28
通期 56,000 15.6 2,400 4.5 2,600 3.9 1,600 4.6 59.41



※  注記事項 
(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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 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 712,012 株 23年3月期 711,591 株
③ 期中平均株式数 24年3月期 26,932,799 株 23年3月期 26,940,607 株

（参考）個別業績の概要 

平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 34,097 △3.4 858 △8.8 1,146 △9.9 580 2.6
23年3月期 35,316 4.2 940 72.1 1,273 66.0 566 38.7

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

24年3月期 21.56 ―
23年3月期 21.02 ―

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

24年3月期 30,752 15,822 51.5 587.48
23年3月期 31,260 15,467 49.5 574.30

（参考） 自己資本 24年3月期  15,822百万円 23年3月期  15,467百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、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財務諸表の監査手続は終
 了していません。 

※ 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、添付 
 資料2ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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当連結会計年度における日本経済は、東日本大震災、原発事故、タイの洪水など国内外の未曾有の大
災害の影響により、依然として厳しい状況にありましたが、サプライチェーンが徐々に回復し円高の進
行にも歯止めがかかりつつあることから、生産や設備投資に緩やかな持ち直しの兆しが出てまいりまし
た。一方で、原油価格の上昇懸念や欧州の債務危機などの影響で、景気回復への不透明感を払拭できて
い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の内、ブロードバンドサービス市場で
は、光アクセスサービスの契約数が平成23年12月末に前年同月と比べ213万件増の2,189万件となり、順
調な伸びを示しております。情報通信の高速化を伴った光アクセスサービスの整備が進んだことによ
り、農業や医療など幅広い分野で様々な設備機器を接続し遠隔コントロールができる機器間通信サービ
スの一層の普及が進んでおります。 
 移動通信事業分野では、市場拡大が進むスマートフォンを利用して、外出先でもパソコンやゲーム機
器などをインターネット接続したり、ＧＰＳ機能や電子書籍サービスなどを活用した様々なアプリケー
ションの開発が進んでおります。また、携帯電話事業者各社が携帯電話のデータ通信で安否や避難先を
音声確認できるなど、災害対策として利用しやすいサービスが充実してまいりました。 
 このような環境下、当社グループにおきましては、東日本大震災時の災害復旧支援に続き、昨年９月
の台風による甚大な設備被害に対しましても、被災地に人員、工事車両等を派遣し復旧に 大限の支
援・協力をいたしました。また、緊急事態に対応するため、事業継続の観点から万全の体制を取れるよ
うに、大規模災害対策の整備にも取り組んでまいりました。一方で、シーキューブグループ中期経営計
画「Create2012」においては、目標達成に向けた道筋をつける重要な年度と位置付け、事業計画を着実
に推進してまいりました。具体的には、昨年10月に今後の移動系キャリアの建設投資に対する工事対応
および事務所の狭隘化解消のため、関西支店を移転するとともに、同月、業務の効率化を図るため長野
県に東京支店松本事務所を開設いたしました。続いて本年３月には、メディアネットワーキング事業本
部の拠点統合を図るため、二瀬ビルの建替えを実施いたしました。社内システムの高度化にも取組み、
連結グループ決算の早期化、取引業務の省力化、システムのＷＥＢ化を目的として、当社基幹システム
「Ｃ-ＴＯＭＡＳ」をグループの新たな経営管理システム「Σs（シグマス）」としてリニューアルいた
しました。 
 このような結果、当社グループの当連結会計年度の業績につきましては、連結受注高514億67百万円
（前期比101.9％）、連結売上高484億50百万円（前期比96.9％）、連結経常利益につきましては、25億
2百万円（前期比101.3％）、連結当期純利益は15億30百万円（前期比146.0％）と減収増益となりまし
た。 
 また、個別業績につきましては、受注高371億23百万円（前期比102.8％）、売上高340億97百万円
（前期比96.6％）、経常利益につきましては、11億46百万円（前期比90.1％）、当期純利益は5億80百
万円（前期比102.6％）となりました。 

  セグメント別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406億40百万円、売上高は376億22百万円となり、営業利益は20億61百万円となりました。  

② 情報サービス事業 
 売上高は108億27百万円となり、営業利益は2億87百万円となりました。 

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析
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（資産、負債及び純資産の状況） 
 ① 資産 

流動資産は、前連結会計年度に比べて、2.7％増加し、238億27百万円となりました。 
これは、主として現金預金が24億4百万円増加したことによります。 
固定資産は、前連結会計年度に比べて、3.0％増加し、175億24百万円となりました。 
この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて2.8％増加し、413億52百万円となりました。 

 ② 負債 
流動負債は、前連結会計年度に比べて、18.1％増加し、109億68百万円となりました。これは、

主として長期借入金の返済期限が一年内となり、19億51百万円増加したことによります。 
固定負債は、前連結会計年度に比べて、38.3％減少し、31億17百万円となりました。これは、

主として長期借入金が流動負債に移行し、21億58百万円減少したことによります。 
この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて1.8％減少し、140億85百万円となりまし

た。 
 ③ 純資産 

純資産合計は、前連結会計年度に比べて、5.4％増加し、272億66百万円となりました。これ
は、主として利益剰余金が12億16百万円増加したことによります。 
  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 （注）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 

 １．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値によるものであります。 
 ２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）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。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・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

 ４．平成20年3月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率とインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシ
ュ・フローがマイナスのため記載しておりません。 

 当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要政策と位置付けております。配当政策といたしまし
ては、業績に基づき、長期的かつ安定的な事業展開に必要な内部留保の充実に努めると共に、安定的配
当の継続実施を基本として配分を行う方針といたしております。 
 この方針に基づき、中間配当を１株につき５円（普通配当５円）といたしました。当期の期末配当金
につきましては株主の皆様への利益還元に努めることを考慮いたしまして、１株につき７円（普通配当
７円）、年間12円（普通配当12円）とさせていただく予定です。 
 次期の配当につきましては、上記の基本方針及び業績予想から、１株につき中間配当５円（普通配当
５円）及び期末配当７円（普通配当７円）、年間12円（普通配当12円）を予定しております。 

当社グループの受注高は、通信建設事業が約80％を占めるため、情報通信事業者の設備動向により、
売上高並びに利益が大きく影響を受けることがあります。  
 また、当社グループは品質、環境、労働安全衛生、情報セキュリティの各マネジメントシステムを導
入し“安全・品質・環境・信頼”を確保し、社会に貢献できる企業を目指しておりますが、不測の事態
が発生した場合にその状況によっては、当社グループの信頼の失墜となり、会社業績は大きな影響を受
ける可能性があります。 

（２）財政状態に関する分析

平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期 平成24年3月期

自己資本比率 58.8 65.0 64.2 63.2 64.6

時価ベースの自己資本比率 20.8 19.0 18.7 19.5 21.0

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

― 0.7 1.3 0.2 0.7

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

― 95.8 112.0 32.6 271.6

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

（４）事業等のリスク
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当社グループは、当社、子会社16社及び関連会社１社で構成され、主な事業内容と当社グループの当該
事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

連結財務諸表提出会社でありますシーキューブ㈱は、建設業法の定めるところによる建設業者として
の許可を受け、電気通信施設建設工事等に関する総合請負を行っており、西日本電信電話㈱からの受注
工事が も多い状況であります。 
シーキューブ㈱は、受注工事の一部を子会社東海通建㈱ほか10社、関連会社三愛建設㈱に発注し施工

させております。また、子会社の㈱シーキューブトータルサービスは工事車両のリース事業等を行って
おります。 

通信建設事業の主な内容は次のとおりであります。 

ＮＴＴ通信設備工事として、ＮＴＴ西日本向けに通信ケーブル設備、宅内装置、ＩＰネットワー
クシステムを展開するほか、携帯電話基地局設備、ＬＴＥ・Ｗｉｍａｘ・次世代ＰＨＳなどのモバ
イル設備の設計・施工・保守ならびにＮＴＴ以外の電気通信事業者、官公庁や一般企業向けの通信
設備工事、情報システム設備の構築等を行っております。 

サーバー・パソコンを主体としたシステム及びＩＰ－ＰＢＸ、ＩＰ電話、携帯電話等通信システム並
びに周辺機器の提案・販売・構築、ソフトウェアの開発等をシーキューブ㈱、子会社の㈱フューチャー
インで行っております。 

  

 

２．企業集団の状況

(1) 通信建設事業

(2) 情報サービス事業

事業の系統図は次のとおりであります。
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シーキューブグループは企業理念として、  
  存在意義を「 善の技術で心を伝え 人間性豊かな社会を創造します。」  
  経営姿勢を「一人ひとりの創意を結集し、夢のあるダイナミックな経営を行います。」  
  行動指針を「私達はチャレンジ精神とイノベーションでグローバルに行動します。」  
と定め、お客さま、株主さまにとって価値ある企業を目指し、挑戦することを基本方針にしておりま
す。  

本年度は、新中期経営計画「Create2012」 終年度となりますが、当社グループを取り巻く事業環境
が策定当時とは大きく様変わりしていることから、連結売上高は当初の目標数値600億円を560億円に下
方修正いたします。なお、連結営業利益は、更なる原価改善に取り組み当初の目標数値24億円の達成を
目指してまいります。 
   2012年度（平成24年度） 連結売上高   560億円 
               連結営業利益  24億円 

当社グループは、上記の基本方針をもとに、グループで理念・戦略の共有化を行い、グループのシナ
ジー効果を追求して、グループ業績の 大化を目指しております。  
 新中期経営計画「Create2012」は、「人の育成」、「ＣＳ活動の展開」、「コーポレートガバナンス
及びコンプライアンス体制の一層の強化」を主軸とした旧中期経営計画「Create2010」の基本方針を踏
襲しつつも、さらに日々進化する情報通信事業に対し、当社グループとして 適な対応ができるよう、
積極的な事業展開を行うものであります。 

情報通信事業分野におきましては、ＮＧＮのサービスエリアが順調に拡大していることから、ＩＰネ
ットワークを利用した家電、モバイル端末などの接続機器の増加により、ブロードバンドサービスは、
より生活に密着した利用拡大が見込まれます。また、クラウドサービスの導入によりシステム構築費の
削減や自然災害によるリスク低減などが可能となるため、企業システムの情報基盤やコンテンツ利用ツ
ールとして、潜在需要が喚起され、市場が大きな広がりを見せるものと予想されます。 
 移動通信事業分野におきましては、携帯電話の国内出荷台数に占めるスマートフォンの割合が急増し
ていることを背景に、スマートフォンやタブレット型端末向けのドラマやニュース、書籍閲覧などのコ
ンテンツ配信やＧＰＳと地図表示機能を利用した検索サービスが、ますます多様化してくるものと思わ
れます。このように、大量データを使用するスマートフォン等の本格普及に伴い、ネットワーク回線の
データ通信量が飛躍的に増加するため、基地局の増設・整備、ＬＴＥ、Ｗｉ－Ｆｉ(ワイファイ) の設
備増強など、当社のビジネスチャンスがますます拡大するものと思われます。しかし一方では、競争激
化によりコスト削減と施工品質の向上、施工管理の強化など、各事業者からの要求が一層厳しくなるも
のと想定されます。 
 こうした状況下、当社グループにおきましては、シーキューブグループ中期経営計画「Create2012」
の 終年度として、シーキューブグループの「すごい会社」創りへ、全員でチャレンジしてまいりま
す。具体的には、アクセス系業務の保守受託が本格化することから、保守エリアと業務量拡大に対応す
るため、工事拠点等作業体制の整備・強化を進めてまいります。また、移動通信業務では、拠点統合を
行い本年４月から営業を開始したメディアネットワーク事業本部の集約効果を 大限発揮させるととも
に、技術者の複合化等による機動的な業務運営と 新のＩＣＴ環境を活かして、生産性の向上と事業領
域の拡大に注力してまいります。 
 更には、首都圏エリアの業務拡大に向けた施工体制強化を目的として本年４月にグループ会社化した
三光通信株式会社とのシナジー効果を発揮してまいります。このほか、環境への貢献として、国土交通
省の建築物省エネ改修促進事業に採択された、本社ビルの空調更改や会議室照明のLED化等の改修を進
めてまいります。 
 当社グループは、従業員が「共通の指標」を持ち、「すごい会社づくり」の目標達成に向けた施策に
一丸となって取り組み、グループ経営を更に推進してまいりますので、株主の皆様におかれましては、
より一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。 
  

  

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略

（４）会社の対処すべき課題
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４．連結財務諸表 
（１）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) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 4,814 7,219

受取手形・完成工事未収入金等 15,551 13,414

未成工事支出金 1,482 1,761

商品 78 118

仕掛品 25 37

材料貯蔵品 326 315

繰延税金資産 294 353

その他 626 615

貸倒引当金 △6 △9

流動資産合計 23,192 23,827

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,945 3,994

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 1,219 1,174

土地 7,997 7,831

建設仮勘定 4 107

その他（純額） 35 97

有形固定資産合計 13,203 13,205

無形固定資産 145 330

投資その他の資産   

投資有価証券 1,833 1,840

繰延税金資産 1,158 1,394

その他 702 784

貸倒引当金 △25 △29

投資その他の資産合計 3,668 3,989

固定資産合計 17,017 17,524

資産合計 40,210 41,352
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 5,221 5,069

短期借入金 800 750

1年内返済予定の長期借入金 4 1,955

リース債務 48 79

未払法人税等 832 495

未成工事受入金 70 109

賞与引当金 478 462

役員賞与引当金 70 70

工事損失引当金 － 18

その他 1,759 1,958

流動負債合計 9,286 10,968

固定負債   

長期借入金 2,359 201

リース債務 90 149

再評価に係る繰延税金負債 504 434

退職給付引当金 1,803 1,992

役員退職慰労引当金 159 166

長期未払金 95 134

その他 41 38

固定負債合計 5,054 3,117

負債合計 14,341 14,085

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 20,584

自己株式 △135 △135

株主資本合計 27,139 28,355

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △55 △15

土地再評価差額金 △1,687 △1,631

その他の包括利益累計額合計 △1,742 △1,646

少数株主持分 472 558

純資産合計 25,869 27,266

負債純資産合計 40,210 41,352
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高   

完成工事高 39,000 37,622

商品売上高 10,996 10,827

売上高合計 49,997 48,450

売上原価   

完成工事原価 35,070 33,610

商品売上原価 8,658 8,491

売上原価合計 43,729 42,101

売上総利益   

完成工事総利益 3,929 4,012

商品売上総利益 2,337 2,336

売上総利益合計 6,267 6,348

販売費及び一般管理費 4,007 4,052

営業利益 2,260 2,296

営業外収益   

受取利息及び配当金 53 50

受取保険金 17 48

株式割当益 29 －

その他 146 143

営業外収益合計 247 242

営業外費用   

支払利息 19 15

その他 16 20

営業外費用合計 36 36

経常利益 2,470 2,502

特別利益   

前期損益修正益 11 －

固定資産売却益 21 27

投資有価証券売却益 － 2

貸倒引当金戻入額 4 －

その他 3 2

特別利益合計 41 32

特別損失   

前期損益修正損 25 －

固定資産除売却損 126 112

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 34 －

投資有価証券評価損 142 64

減損損失 63 22

その他 17 2

特別損失合計 409 201
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（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

税金等調整前当期純利益 2,102 2,333

法人税、住民税及び事業税 1,201 1,031

法人税等調整額 △161 △336

法人税等合計 1,039 694

少数株主損益調整前当期純利益 1,062 1,639

少数株主利益 14 109

当期純利益 1,047 1,530
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 連結包括利益計算書 

(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 1,062 1,639

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △62 39

土地再評価差額金 － 64

その他の包括利益合計 △62 104

包括利益 1,000 1,743

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 986 1,634

少数株主に係る包括利益 13 109
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（３）連結株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 4,104 4,104

当期末残高 4,104 4,104

資本剰余金   

当期首残高 3,801 3,801

当期変動額   

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 0 0

当期末残高 3,801 3,801

利益剰余金   

当期首残高 18,767 19,368

当期変動額   

剰余金の配当 △323 △323

当期純利益 1,047 1,530

土地再評価差額金の取崩 △124 8

当期変動額合計 600 1,216

当期末残高 19,368 20,584

自己株式   

当期首残高 △133 △135

当期変動額   

自己株式の取得 △2 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △2 △0

当期末残高 △135 △135

株主資本合計   

当期首残高 26,541 27,139

当期変動額   

剰余金の配当 △323 △323

当期純利益 1,047 1,530

自己株式の取得 △2 △0

自己株式の処分 0 0

土地再評価差額金の取崩 △124 8

当期変動額合計 597 1,215

当期末残高 27,139 28,355
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(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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   

当期首残高 5 △55

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △61 39

当期変動額合計 △61 39

当期末残高 △55 △15

土地再評価差額金   

当期首残高 △1,811 △1,687

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 124 55

当期変動額合計 124 55

当期末残高 △1,687 △1,631

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △1,805 △1,742

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 62 95

当期変動額合計 62 95

当期末残高 △1,742 △1,646

少数株主持分   

当期首残高 463 472

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 9 85

当期変動額合計 9 85

当期末残高 472 558

純資産合計   

当期首残高 25,199 25,869

当期変動額   

剰余金の配当 △323 △323

当期純利益 1,047 1,530

自己株式の取得 △2 △0

自己株式の処分 0 0

土地再評価差額金の取崩 △124 8

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 72 181

当期変動額合計 670 1,397

当期末残高 25,869 27,266
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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 2,102 2,333

減価償却費及びその他の償却費 1,110 1,106

減損損失 63 22

投資有価証券評価損益（△は益） 142 64

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 7 0

工事損失引当金の増減額（△は減少） － 18

退職給付引当金の増減額（△は減少） 188 188

受取利息及び受取配当金 △53 △50

支払利息 19 15

投資有価証券売却損益（△は益） 0 △2

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 34 －

売上債権の増減額（△は増加） △2,765 2,137

たな卸資産の増減額（△は増加） △264 △321

仕入債務の増減額（△は減少） 665 △152

その他の負債の増減額（△は減少） △76 △19

その他 67 278

小計 1,242 5,619

利息及び配当金の受取額 53 50

利息の支払額 △19 △15

法人税等の支払額 △629 △1,334

営業活動によるキャッシュ・フロー 645 4,319

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 △41 △523

定期預金の払戻による収入 27 34

有形固定資産の取得による支出 △1,686 △1,215

有形固定資産の売却による収入 163 199

投資有価証券の取得による支出 △5 △14

投資有価証券の売却による収入 4 5

保険積立金の積立による支出 △47 △30

その他 △89 △216

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,675 △1,761

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △100 △50

長期借入れによる収入 405 －

長期借入金の返済による支出 △504 △206

自己株式の取得による支出 △2 △0

配当金の支払額 △323 △323

その他 △40 △62

財務活動によるキャッシュ・フロー △564 △642

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,594 1,915

現金及び現金同等物の期首残高 6,339 4,744

現金及び現金同等物の期末残高 4,744 6,659
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 該当事項はありません。 

連結子会社の数   16社 
子会社は全て連結しております。 

すべての関連会社(１社)に対する投資について、持分法を適用しております。 
持分法適用会社数及び会社名 
関連会社１社   三愛建設㈱ 

連結財務諸表提出会社に同じ。 

時価のあるもの 
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定。) 
時価のないもの 

移動平均法による原価法 

未成工事支出金 
個別法による原価法 

商品 
移動平均法による原価法 
（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定） 

仕掛品 
個別法による原価法 

材料貯蔵品 
先入先出法による原価法 
（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定） 

定率法(ただし、親会社の本店建物、構築物並びに機械装置(建物に附帯する立体駐車場)、連結子
会社のうち２社の建物及び平成10年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については定
額法)。なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によってお
ります。 

定額法（ただし、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づ
く定額法） 

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、原則として、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。な
お、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・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を採用しております。 

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

従業員の賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。 

（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

１ 連結の範囲に関する事項

２ 持分法の適用に関する事項

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

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
① 有価証券

② たな卸資産

(2) 重要な減価償却資産の減価償却方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

② 無形固定資産（リース資産を除く）

③ リース資産

(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金

② 賞与引当金
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一部の連結子会社は、役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上し
ております。 

受注工事に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末手持工事のうち損失の発生が見込ま
れ、かつ、その金額を合理的に見積もることができる工事について、損失見込額を計上しておりま
す。 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に
基づき当連結会計年度末に発生していると認められる額を計上しております。 
過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法に

より按分した額を費用処理しております。 
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額

法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。 

連結子会社において、役員の退職金の支給に備えるため、会社内規に基づき連結会計年度末要支給
額を計上しております。 

請負工事及び受注制作ソフトウエアに係る売上高の計上基準は、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。 

リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。 

原則として５年間で均等償却しております。 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金は、手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に
満期日の到来する流動性の高い容易に換金可能であり、価値の変動について僅少なリスクしか負わない
短期的な投資としております。 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

連結納税制度を適用しております。 

  

③ 役員賞与引当金

④ 工事損失引当金

⑤ 退職給付引当金

⑥ 役員退職慰労引当金

(4) 重要な収益及び費用の計上基準
① 売上高及び売上原価の計上基準

② ファイナンス・リース取引に係る収益計上基準

(5) のれんの償却方法及び償却期間

(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
① 消費税等の会計処理

② 連結納税制度の適用
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当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更およ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」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用

しております。 

１  報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取

締役会等において、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっ

ているものであります。 

 当社グループは、「通信建設事業」と「情報サービス事業」の２つの事業を当社及び各連結子会社が

それぞれ展開しており、当社はこの２つを報告セグメントとしております。 

「通信建設事業」は、電気通信設備・電気設備及び土木に関する建設工事を主とする総合請負業並びに

これらに関連する事業を、「情報サービス事業」は、サーバー・パソコンを主体としたシステム及びＩ

Ｐ－ＰＢＸ、ＩＰ電話、携帯電話等通信システム並びに周辺機器の提案・販売・構築、ソフトウェアの

開発等の事業をそれぞれ行っております。 

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項」における記載と概ね同一であります。 

報告セグメントの利益は、営業利益の数値であります。 

セグメント間の内部利益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。 

３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

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

    (2)セグメント資産の調整額は、セグメント間の債権の相殺消去等によるものであります。 

  ２  セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

（７）追加情報

（８）連結財務諸表に関する注記事項

(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

連結財務諸表
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 39,000 10,996 49,997 － 49,997

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

247 448 696 △696 －

計 39,248 11,445 50,694 △696 49,997

セグメント利益 1,903 293 2,197 63 2,260

セグメント資産 36,040 4,362 40,403 △192 40,210

その他の項目

  減価償却費 1,056 53 1,110 － 1,110

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

1,435 85 1,520 － 1,520
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当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

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

    (2)セグメント資産の調整額は、セグメント間の債権の相殺消去等によるものであります。 

  ２  セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

    ３ 減価償却費の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。 

    ４ 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。 

４ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 

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

 （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、当連結会計年度においては、63百万円であります。 

 当連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

 （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、旧ネットワーク工事センター（名古屋市北区）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、当連結会計年度においては、22百万円であります。 

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額 
（注）１

連結財務諸表
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 37,622 10,827 48,450 － 48,450

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

226 650 877 △877 －

計 37,849 11,477 49,327 △877 48,450

セグメント利益 2,061 287 2,348 △52 2,296

セグメント資産 37,045 4,977 42,022 △670 41,352

その他の項目

  減価償却費 1,056 52 1,108 △2 1,106

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

1,590 134 1,724 △50 1,674
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(注) １ 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。 

２ １株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

(1) １株当たり純資産額 

 
(2) １株当たり当期純利益 

 
  

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

１株当たり純資産額     (円) 942.96 991.66

１株当たり当期純利益    (円) 38.90 56.82

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益    (円)

－ －

前連結会計年度
（平成23年３月31日）

当連結会計年度
（平成24年３月31日）

連結貸借対照表の純資産の部の合計額 

                           (百万円)
25,869 27,266

普通株式に係る純資産額     (百万円) 25,396 26,708

差額の主な内訳 

 少数株主持分       (百万円)
472 558

普通株式の発行済株式数   (千株) 27,644 27,644

普通株式の自己株式数    (千株) 711 712

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た普通株式の数       (千株)
26,933 26,932

項目
前連結会計年度

(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益 
             (百万円)

1,047 1,530

普通株式に係る当期純利益 (百万円) 1,047 1,530

普通株主に帰属しない金額 (百万円) － －

普通株式の期中平均株式数  (千株) 26,940 26,932

－18－

シーキューブ㈱ (1936) 平成24年3月期 決算短信



 

 
次期（平成24年４月～平成25年３月）の計画としては、土地・建物等に1,087百万円、機械・運搬具等に

1,316百万円並びに工具器具・備品に36百万円の合計2,439百万円を予定しております。 

参考資料

（営業収益等の推移） （単位 百万円）

売上高 対前期 
増減率 営業利益 対前期

増減率 経常利益 対前期 
増減率

当期 
純利益

対前期
増減率

平成20年３月期 
（第55期） 52,861 3.5% 2,529 25.4% 2,690 25.5% 1,395 14.8%

平成21年３月期 
（第56期） 51,913 △1.8% 2,433 △3.8% 2,655 △1.3% 1,319 △5.4%

平成22年３月期 
（第57期） 47,803 △7.9% 1,739 △28.5% 1,872 △29.5% 972 △26.3%

平成23年３月期 
（第58期） 49,997 4.6% 2,260 29.9% 2,470 32.0% 1,047 7.8%

平成24年３月期 
（第59期） 48,450 △3.1% 2,296 1.6% 2,502 1.3% 1,530 46.0%

（設備投資について） （単位 百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

土地、建物、構築物 1,038 538

機械・運搬具、工具器具備品等 482 1,136

合計 1,520 1,674

減価償却費 1,110 1,106

（連結生産、受注及び販売の状況と予想） （単位 百万円）

              期    別 前連結
会計年度

当連結
会計年度 対前年比 次期予想 対前年比

(22.4.1～

23.3.31)
(23.4.1～24.3.31) 増減 (24.4.1～25.3.31) 増減

工     事     種   別 金額 金額 ％ 金額 ％

売
上
高

 通信建設事業 39,000 37,622 △3.5 42,500 13.0

 情報サービス事業 10,996 10,827 △1.5 13,500 24.7

 合計 49,997 48,450 △3.1 56,000 15.6

受
注
高

 通信建設事業 39,491 40,640 2.9 42,500 4.6

 情報サービス事業 10,996 10,827 △1.5 13,500 24.7

 合計 50,488 51,467 1.9 56,000 8.8

受
注
残
高

 通信建設事業 5,036 8,053 59.9 8,053 -

 合計 5,036 8,053 59.9 8,053 -

－19－

シーキューブ㈱ (1936) 平成24年3月期 決算短信



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 1,181 2,363

受取手形 16 99

完成工事未収入金 11,771 9,705

売掛金 8 6

未成工事支出金 1,444 1,597

商品 1 0

材料貯蔵品 154 157

短期貸付金 244 345

前払費用 71 63

繰延税金資産 172 120

その他 213 242

流動資産合計 15,280 14,702

固定資産   

有形固定資産   

建物 5,826 6,155

減価償却累計額 △2,748 △2,858

建物（純額） 3,078 3,296

構築物 875 868

減価償却累計額 △482 △536

構築物（純額） 393 331

機械及び装置 239 243

減価償却累計額 △207 △214

機械及び装置（純額） 32 29

工具器具・備品 697 727

減価償却累計額 △617 △632

工具器具・備品（純額） 80 95

土地 7,102 6,936

リース資産 213 244

減価償却累計額 △57 △99

リース資産（純額） 156 144

建設仮勘定 － 0

有形固定資産合計 10,842 10,834

無形固定資産   

ソフトウエア － 269

ソフトウエア仮勘定 49 －

リース資産 24 8

電話加入権 28 28

その他 2 3

無形固定資産合計 104 309
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,656 1,653

関係会社株式 1,269 1,282

関係会社長期貸付金 1,221 1,087

長期前払費用 16 70

繰延税金資産 753 670

その他 127 158

貸倒引当金 △12 △16

投資その他の資産合計 5,032 4,906

固定資産合計 15,980 16,050

資産合計 31,260 30,752

負債の部   

流動負債   

工事未払金 3,911 3,738

買掛金 11 12

短期借入金 1,029 985

1年内返済予定の長期借入金 － 1,950

リース債務 58 55

未払金 35 217

未払費用 470 382

未払法人税等 549 281

未払消費税等 － 67

未成工事受入金 65 3

預り金 89 71

賞与引当金 205 195

その他 1 4

流動負債合計 6,429 7,966

固定負債   

長期借入金 2,350 200

関係会社長期借入金 5,399 5,046

リース債務 131 104

再評価に係る繰延税金負債 504 434

退職給付引当金 848 1,008

長期未払金 95 134

その他 33 34

固定負債合計 9,363 6,963

負債合計 15,793 14,930
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,104 4,104

資本剰余金   

資本準備金 3,795 3,795

その他資本剰余金 0 0

資本剰余金合計 3,795 3,795

利益剰余金   

利益準備金 441 441

その他利益剰余金   

買換資産圧縮積立金 5 5

別途積立金 8,373 8,473

繰越利益剰余金 646 813

利益剰余金合計 9,466 9,732

自己株式 △135 △135

株主資本合計 17,231 17,497

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △76 △44

土地再評価差額金 △1,687 △1,631

評価・換算差額等合計 △1,763 △1,675

純資産合計 15,467 15,822

負債純資産合計 31,260 30,752
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（２）損益計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高   

完成工事高 35,202 33,979

商品売上高 113 118

売上高合計 35,316 34,097

売上原価   

完成工事原価 33,067 31,891

商品売上原価 104 108

売上原価合計 33,171 31,999

売上総利益   

完成工事総利益 2,135 2,088

商品売上総利益 9 9

売上総利益合計 2,145 2,097

販売費及び一般管理費   

役員報酬 187 201

従業員給料手当 269 297

賞与引当金繰入額 13 12

退職給付費用 20 29

法定福利費 62 60

福利厚生費 72 105

修繕維持費 26 23

事務用品費 17 17

通信交通費 45 47

動力用水光熱費 14 14

調査研究費 11 11

広告宣伝費 28 27

交際費 9 15

寄付金 5 0

地代家賃 48 38

減価償却費 48 53

租税公課 98 35

保険料 7 8

支払手数料 69 66

雑費 146 173

販売費及び一般管理費合計 1,204 1,239

営業利益 940 858
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 14 10

受取配当金 222 193

受取賃貸料 114 110

その他 117 115

営業外収益合計 468 429

営業外費用   

支払利息 37 44

賃貸費用 87 84

その他 11 12

営業外費用合計 136 141

経常利益 1,273 1,146

特別利益   

前期損益修正益 4 －

固定資産売却益 － 5

投資有価証券売却益 － 2

その他 0 0

特別利益合計 5 8

特別損失   

前期損益修正損 14 －

固定資産除売却損 105 72

投資有価証券評価損 115 64

減損損失 63 22

その他 37 0

特別損失合計 335 158

税引前当期純利益 942 996

法人税、住民税及び事業税 535 321

法人税等調整額 △159 93

法人税等合計 376 415

当期純利益 566 580
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（３）株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 4,104 4,104

当期末残高 4,104 4,104

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 3,795 3,795

当期末残高 3,795 3,795

その他資本剰余金   

当期首残高 0 0

当期変動額   

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 0 0

当期末残高 0 0

資本剰余金合計   

当期首残高 3,795 3,795

当期変動額   

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 0 0

当期末残高 3,795 3,795

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 441 441

当期末残高 441 441

その他利益剰余金   

買換資産圧縮積立金   

当期首残高 5 5

当期変動額   

買換資産圧縮積立金の取崩 △0 △0

買換資産圧縮積立金の税率変更によ
る増加

－ 0

当期変動額合計 △0 0

当期末残高 5 5

別途積立金   

当期首残高 8,173 8,373

当期変動額   

別途積立金の積立 200 100

当期変動額合計 200 100

当期末残高 8,373 8,473

繰越利益剰余金   

当期首残高 727 646

当期変動額   

買換資産圧縮積立金の取崩 0 0

買換資産圧縮積立金の税率変更によ
る増加

－ △0

別途積立金の積立 △200 △100

剰余金の配当 △323 △323

当期純利益 566 580

土地再評価差額金の取崩 △124 8
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当期変動額合計 △80 166

当期末残高 646 813

利益剰余金合計   

当期首残高 9,347 9,466

当期変動額   

買換資産圧縮積立金の取崩 － －

買換資産圧縮積立金の税率変更による増
加

－ －

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △323 △323

当期純利益 566 580

土地再評価差額金の取崩 △124 8

当期変動額合計 118 266

当期末残高 9,466 9,732

自己株式   

当期首残高 △133 △135

当期変動額   

自己株式の取得 △2 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △2 △0

当期末残高 △135 △135

株主資本合計   

当期首残高 17,115 17,231

当期変動額   

剰余金の配当 △323 △323

当期純利益 566 580

自己株式の取得 △2 △0

自己株式の処分 0 0

土地再評価差額金の取崩 △124 8

当期変動額合計 116 266

当期末残高 17,231 17,497
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △29 △76

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △47 32

当期変動額合計 △47 32

当期末残高 △76 △44

土地再評価差額金   

当期首残高 △1,811 △1,687

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 124 55

当期変動額合計 124 55

当期末残高 △1,687 △1,631

評価・換算差額等合計   

当期首残高 △1,840 △1,763

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 76 88

当期変動額合計 76 88

当期末残高 △1,763 △1,675

純資産合計   

当期首残高 15,274 15,467

当期変動額   

剰余金の配当 △323 △323

当期純利益 566 580

自己株式の取得 △2 △0

自己株式の処分 0 0

土地再評価差額金の取崩 △124 8

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 76 88

当期変動額合計 193 354

当期末残高 15,467 15,822
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６．その他

（１）役員の異動

１．代表役員の異動

     該当事項はありません。

２．その他の役員の異動(平成24年６月27日付予定)

 ①新任取締役候補

 取締役 石井 吉美 現 株式会社フューチャーイン代表取締役社長

  ②退任予定取締役

 現 取締役アクセス事業本部副本部長 大橋 仁視

    兼 グループＩＴ推進室長

  （株式会社フューチャーイン取締役）

 現 取締役メディアネットワーク事業本部副本部長 笹原 利雄

  （株式会社フューチャーイン取締役相談役）

 ③新任監査役候補

 社外監査役 田中 甲志雄 現 ドコモエンジニアリング東海株式会社相談役

 ④退任予定監査役

 現 社外監査役 吉川 和夫
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