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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 10,330 0.2 334 15.5 383 8.1 242 77.5
24年3月期第1四半期 10,308 8.2 289 ― 354 ― 136 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 129百万円 （60.5％） 24年3月期第1四半期 80百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 9.02 ―
24年3月期第1四半期 5.08 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 39,714 27,206 67.2
24年3月期 41,352 27,266 64.6
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  26,676百万円 24年3月期  26,708百万円

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

24年3月期 ― 5.00 ― 7.00 12.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 5.00 ― 7.00 12.00

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）

（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

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



(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 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、四半期決算短信(添付資料)P.3「２． 
  サマリー情報(注記事項)に関する事項 (3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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
に基づく四半期連結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．当四半期決算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」をご覧ください。 

※  注記事項

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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 27,644,699 株 24年3月期 27,644,699 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 712,057 株 24年3月期 712,012 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 26,932,657 株 24年3月期1Q 26,932,968 株
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当第１四半期連結会計期間における日本経済は、復興需要により緩やかに回復しつつありますが、欧州

における財政不安の高まりや円高等による国内経済への影響が懸念されております。 

 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、ＮＧＮ（次世代ネットワ

ーク）のサービスエリア拡大が着々と進み、モバイル通信におけるスマートフォン・タブレット端末の普

及も相まって、クラウドコンピューティングなど、高速・大容量化が進む情報通信インフラを 大限に活

用した新たなサービスが人々の生活に着々と浸透しております。 

 こうしたサービスの広がりに伴い、データ通信量が急増しており、ＮＧＮやＬＴＥを中心とする各通信

事業者による設備投資がなされております。 

 このような環境下、当社グループは当年度を 終年度とするシーキューブグループ中期経営計画

「Create2012」における目標達成に向け、事業運営の効率化に向けた拠点集約を目的とした二瀬ビル（名

古屋市中村区）の建替及び拠点集約や首都圏エリアにおける施工体制の強化を目的とした三光通信株式会

社のグループ会社化など、事業計画を着々と遂行しております。 

 当社グループの当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、受注高106億60百万円(前年同四半期

比86.1％）、売上高103億30百万円（前年同四半期比100.2％）、経常利益につきましては、3億83百万円

（前年同四半期比108.1％）、四半期純利益は2億42百万円（前年同四半期比177.5％）と増収増益となり

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90億79百万円(前年同四半期比84.8％)、売上高は87億50百万円(前年同四半期比101.3％)と

なり、セグメント利益（営業利益）は5億39百万円(前年同四半期比127.0％)となりました。  

② 情報サービス事業 

売上高は15億80百万円(前年同四半期比94.6％)となり、セグメント損失（営業損失）は1億91百万円

(前年同四半期 セグメント損失（営業損失） 1億21百万円)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397億14百万円

（前連結会計年度末413億52百万円）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125億8百万円（前連結会計年度末140億85百万円）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272億6百万円（前連結会計年度末272億66百万円）と

なりました。 

  

平成25年３月期の連結業績予想につきましては、平成24年５月11日の「平成24年３月期 決算短信

〔日本基準〕（連結）」で公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想から変更

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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当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計間より、平成24年４月１

日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しており

ます。 

これによる当第１四半期連結累計期間の損益へ与える影響は軽微であります。 

２．サマリー情報(注記事項)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

会計方針の変更

(減価償却方法の変更)
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４．四半期連結財務諸表 
（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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 7,219 7,549

受取手形・完成工事未収入金等 13,414 9,805

未成工事支出金 1,761 2,885

商品 118 163

仕掛品 37 146

材料貯蔵品 315 326

繰延税金資産 353 347

その他 615 654

貸倒引当金 △9 △12

流動資産合計 23,827 21,866

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,994 3,962

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 1,174 1,309

土地 7,831 8,025

建設仮勘定 107 107

その他（純額） 97 89

有形固定資産合計 13,205 13,494

無形固定資産 330 356

投資その他の資産   

投資有価証券 1,840 1,747

繰延税金資産 1,394 1,478

その他 784 795

貸倒引当金 △29 △25

投資その他の資産合計 3,989 3,996

固定資産合計 17,524 17,848

資産合計 41,352 39,714
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 5,069 4,023

短期借入金 750 795

1年内返済予定の長期借入金 1,955 1,475

リース債務 79 73

未払法人税等 495 193

未成工事受入金 109 147

賞与引当金 462 219

役員賞与引当金 70 24

工事損失引当金 18 23

その他 1,958 1,825

流動負債合計 10,968 8,801

固定負債   

長期借入金 201 707

リース債務 149 140

再評価に係る繰延税金負債 434 428

退職給付引当金 1,992 2,124

役員退職慰労引当金 166 130

長期未払金 134 131

その他 38 42

固定負債合計 3,117 3,706

負債合計 14,085 12,508

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 20,584 20,650

自己株式 △135 △135

株主資本合計 28,355 28,421

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △15 △102

土地再評価差額金 △1,631 △1,642

その他の包括利益累計額合計 △1,646 △1,744

少数株主持分 558 529

純資産合計 27,266 27,206

負債純資産合計 41,352 39,714
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高   

完成工事高 8,636 8,750

商品売上高 1,671 1,580

売上高合計 10,308 10,330

売上原価   

完成工事原価 7,753 7,647

商品売上原価 1,285 1,319

売上原価合計 9,038 8,967

売上総利益   

完成工事総利益 883 1,102

商品売上総利益 386 261

売上総利益合計 1,269 1,363

販売費及び一般管理費 979 1,028

営業利益 289 334

営業外収益   

受取利息及び配当金 26 29

受取保険金 － 2

その他 45 23

営業外収益合計 71 55

営業外費用   

支払利息 4 3

その他 2 3

営業外費用合計 6 6

経常利益 354 383

特別利益   

固定資産売却益 6 11

負ののれん発生益 － 17

その他 0 1

特別利益合計 7 30

特別損失   

固定資産除売却損 34 10

投資有価証券評価損 11 －

その他 － 3

特別損失合計 45 13

税金等調整前四半期純利益 316 400

法人税、住民税及び事業税 79 236

法人税等調整額 122 △52

法人税等合計 202 183

少数株主損益調整前四半期純利益 113 217

少数株主損失（△） △23 △25

四半期純利益 136 242
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 四半期連結包括利益計算書 
 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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 113 217

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △33 △87

その他の包括利益合計 △33 △87

四半期包括利益 80 129

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 103 156

少数株主に係る四半期包括利益 △22 △26
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30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。 

  

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30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 8,636 1,671 10,308 ― 10,308

   セグメント間の 
   内部売上高又は振替高

38 129 168 △168 ―

計 8,675 1,801 10,476 △168 10,308

セグメント利益 
    又は損失(△)

425 △121 303 △13 289

(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 8,750 1,580 10,330 ― 10,330

   セグメント間の 
   内部売上高又は振替高

51 158 210 △210 ―

計 8,801 1,739 10,541 △210 10,330

セグメント利益 
    又は損失(△)

539 △191 348 △13 334

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

－8－

シーキューブ㈱ （1936） 平成25年3月期 第1四半期決算短信


	サマリー
	短信１Q_8am10



