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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 8,705 2.3 636 △2.3 660 10.5 348 13.4
21年3月期 8,506 4.9 651 1.1 597 △7.1 307 △10.1

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 ％ ％ ％

22年3月期 137.73 ― 9.2 12.3 7.3
21年3月期 121.44 ― 8.6 11.4 7.7

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21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

22年3月期 5,490 3,922 71.1 1,542.09
21年3月期 5,208 3,663 70.1 1,441.13

（参考） 自己資本   22年3月期  3,906百万円 21年3月期  3,650百万円

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

22年3月期 283 △1 △144 1,618
21年3月期 151 △491 △126 1,482

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 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 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 50.00 50.00 126 41.2 3.5
22年3月期 ― 0.00 ― 50.00 50.00 126 36.3 3.4
23年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 25.00 25.00 48.2

3.  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2四半期連結累計期間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 
連結累計期間

4,400 3.9 300 13.1 304 4.8 64 △58.5 12.63

通期 9,200 5.7 675 6.0 680 3.0 263 △24.6 51.91
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、19ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 2,546,640株 21年3月期 2,546,640株
② 期末自己株式数 22年3月期  13,575株 21年3月期  13,345株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 8,027 3.8 613 △2.9 638 10.5 345 14.5
21年3月期 7,730 5.1 631 1.9 578 △6.9 302 △11.2

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
円 銭 円 銭

22年3月期 136.56 ―
21年3月期 119.21 ―

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

22年3月期 5,264 3,798 72.1 1,499.43
21年3月期 4,973 3,542 71.2 1,398.53

（参考） 自己資本 22年3月期  3,798百万円 21年3月期  3,542百万円

※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仮定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、３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22年３月31日現在の株主に対し平成22年４月１日付をもって、普通株式１株につき２株の割合で株式分割しております。なお、１ページ「３．平成23 
  年３月期の連結業績予想」の１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。 

株式会社キューブシステム （2335）　平成22年３月期　決算短信
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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、昨年来の国際金融市場の混乱とそれに伴う世界経済の悪化を背景に、わが

国を始めとした主要先進国では財政・金融政策が相次いで発動され、世界規模での在庫調整の進展、新興国における

経済の回復が図られた結果、輸出や生産は持ち直しの兆しが見えてまいりました。一方、国内の民間需要につきまし

ては、雇用および設備の過剰感の解消には至っておらず、中堅中小企業においては引き続き厳しい収益環境が続いて

おります。 

 情報サービス業界におきましても、昨年来からの景気低迷の影響を受け、システム開発計画の延期や中止、縮小

等、顧客の情報化投資に対する慎重な姿勢が依然として続き、価格競争や企業間競争は一層激化し引き続き厳しい状

況にありました。 

 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・拡大及び生命保険会社向

け案件の拡大に伴い、特に金融業向けサービス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8,705百万円（前期比2.3％増）となりました。また、営業利益は636百万円

（同2.3％減）、経常利益は660百万円（同10.5％増）、当期純利益は348百万円（同13.4％増）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・流通業向けサービスを中心に、売上高は4,878百万円（前期比9.8％増）となりました。  

 （システムアウトソーシング・サービス） 

   流通業向けサービスにおける量販店向けサービスの規模が縮小したことに伴い、売上高は1,659百万円（同

14.8％減）となりました。 

 （プロフェッショナル・サービス） 

 通信業向けの情報インフラ構築サービスを中心に堅調に推移した結果、売上高は2,167百万円（同2.4％増）と

なりました。    

  

  所在地別のセグメントの業績については、CUBE SYSTEM VIETNAM CO.,LTD.、上海求歩申亜信息系統有限公司を連

結の範囲に含めておりますが、当連結会計年度において本邦の売上高が、全セグメントの売上高の合計に占める割

合の90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  
  

 （次期の見通し） 

 今後の経済状況の見通しにつきましては、金融危機に端を発した景気低迷が長期化する中、政府の景気対策や新興

国市場の需要拡大により輸出や生産の一部の業種においては持ち直しの兆しが見られるものの、企業の設備投資縮小

や雇用情勢の悪化、将来に対する漠然とした不安を背景とした個人消費の低迷の影響から、今後も引き続き厳しい状

況が継続するものと予想されます。情報サービス業界におきましても、依然として各企業の設備投資への姿勢は慎重

であり、業界内における競争も一層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9,200百万円（前期比5.7％増）、営業利益675百万円（同6.0％

増）、経常利益680百万円（同3.0％増）、当期純利益につきましては263百万円（同24.6％減）を見込んでおりま

す。これは、平成24年３月末に税制適格退職年金制度が廃止されることを受け、平成22年８月に確定給付年金制度へ

移行すると共に、ポイント制退職金への制度改定を行うことに伴い、平成23年３月期第２四半期において、特別損失

として約180百万円の過去勤務債務を計上することによるものです。 

  

１．経営成績
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(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5,490百万円となり、前連結会計年度末に比べ281百万円の増加となりました。これは

主に、投資有価証券の取得及び売掛債権の増加によるものです。 

 当連結会計年度末の負債合計は1,567百万円となり、前連結会計年度末に比べ22百万円の増加となりました。これ

は主に、引当金の増加及び買掛金の減少によるものです。 

 当連結会計年度末の純資産は3,922百万円となり、前連結会計年度末に比べ258百万円の増加となりました。これは

主に、利益剰余金の増加によるものです。これらの結果、自己資本比率は71.1％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135百万円増加

し、1,618百万円となりました。 

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。 

（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283百万円（前期比86.2％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660百万円及び引当金の増加額42百万円等の資金増加と、売上債権の増加額103百万円及び法人税等の支払

額303百万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） 

 投資活動の結果使用した資金は１百万円（同99.7％減）となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入

100百万円及び有価証券の償還による収入100百万円と投資有価証券の取得による支出162百万円及び有形固定資産の

取得による支出33百万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144百万円（同14.5％増）となりました。これは主に、配当金の支払額126百万円及

び短期借入金の返済による支出20百万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50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21年３月期 平成22年３月期 

自己資本比率（％） 70.1 71.1 

時価ベースの自己資本比率（％） 54.3 70.1 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 2.0 1.0 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 29.0 61.9 
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(4）事業等のリスク 

 以下において、当社グループの事業等のリスク要因になると考えられる主な事項のうち、投資家の判断上、重要と

考えられる事項について記載しております。なお、本項に記載した内容が、当社グループの事業等に関するリスクの

全てを網羅するものではないことをご留意下さい。 
                 
① 特定の取引先への依存度について  

 当社グループの当連結会計年度末における富士通グループ、野村総合研究所グループ及びみずほ情報総研株式会社

への販売実績の総販売実績に対する割合は、それぞれ30.6％、30.1％及び9.6％となっております。このため、上記

顧客の受注動向等は当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。 

 これに対して、当社グループは常にエンドユーザーに密着したサービスを提供することを志向し、上記顧客との関

係はもちろん、サービスの 終的な利用者であるエンドユーザーとの緊密な関係の構築に注力することで、当社グル

ープの経営成績に及ぼす悪影響の軽減を図っております。 
  
② プロジェクトの損益管理について 

 当社グループでは、システム開発技術の向上・蓄積及び将来の受注拡大を目的として、収益性の低いプロジェクト

又は赤字になると見込まれるプロジェクトであっても積極的に受託する可能性があります。また、当社グループの提

供するサービスは原則として請負契約となるため、受注時に採算が取れると見込まれるプロジェクトであっても、想

定外の仕様変更や当初の見積りを超える追加作業の発生等により収益性が低下し、不採算となる可能性があります。

こうした状況に対処するため、当社グループでは、プロジェクトマネジメントの向上を図るための教育を行うほか、

ＩＳＯ9001に準拠した品質マネジメントシステムを整備しております。加えて、一定のリスク要件を超えるプロジェ

クトについてはＱＭＯ（Quality Management Officer）によるヒアリング調査及びプロジェクトレビューを実施し、

その結果を定期的に経営者へ報告する等、組織横断的にプロジェクトの牽制を行うことによってプロジェクト品質の

向上と仕損プロジェクトの発生防止に努めております。 

 また、当社が提供するシステムソリューション・サービスにおいて、顧客からは更なる品質向上・生産性向上とい

った効率化が強く求められております。このような顧客要求に対して、当社は提供するサービスの標準化と品質向

上、更には確固たる方法論を持った請負型ビジネスを志向すべく、蓄積してきた経験・ノウハウ及び 新の業界動向

を踏まえ、当社の標準フレームワークとして「Ｆ＠ＣＥ（フェイス：Framework @ Cube's Engineering）」を構築・

整備し、プロジェクト品質の更なる向上を図っております。  
  
③ 当社グループの外注比率について 

 情報サービス業界では、生産性向上及び外部企業の持つ専門性の高いノウハウ活用等のため、システム開発ならび

にシステム運用業務の一部を外部委託することがあります。当社グループにおきましても、システム開発におけるプ

ログラム作成業務をビジネスパートナー（外注先）に委託しているほか、運用業務においても同様に委託しておりま

す。ビジネスパートナーへの委託は、顧客要請への迅速な対応を実現し、受注の機会損失を防ぐことを目的としてお

り、当社グループの受注拡大にはビジネスパートナーの確保及び良好な取引関係の維持が必要不可欠であります。  

 当連結会計年度末における、当社グループの総製造費用に占める外注費の割合は、59.6％であり、ビジネスパート

ナーとの取引状況は当社グループの業績に影響を与える可能性があります。                  

 そのため、当社グループでは優良なビジネスパートナーの開拓に努めるとともに、ビジネスパートナーとの関係を

より一歩先の信頼へ繋げる取組みとして、ＡＰＲ（Advanced Partner Relationship）を実施し、企業価値向上のベ

クトル一致を図り、相互の商品力強化、市場競争力の優位性確保に努めております。更に、長期にわたり当社グルー

プとの目標一致が図れたビジネスパートナーとは、「keyパートナー契約」を締結し、信頼関係を基盤とした連携強

化によりソリューションサービス事業において相互の業容・業績の拡充・発展を図ることを目的とした業務資本提携

を行っております。「keyパートナー契約」締結先企業には、当社グループの保有する品質・セキュリティ管理、人

材育成に係るノウハウを提供し、ビジネスパートナーによるＩＳＯ9001及びＩＳＯ27001の取得を実現しておりま

す。 
  
④ 情報管理・情報漏洩に関するリスク 

 当社グループが顧客に提供するシステムソリューション・サービスにおいては、当社グループの従業員及び当社グ

ループが委託するビジネスパートナーの従業員が、顧客企業の保有する機密情報へアクセス可能な環境にある場合が

あります。当社グループでは顧客情報の保全や機密情報の適切な管理及び情報セキュリティマネジメントシステムの

強化・改善を重要課題と位置づけ、様々な取組みを行っております。しかしながら、これらの施策にもかかわらず個

人情報や企業情報が万一漏洩した場合には、損害賠償責任を負う可能性があるほか、社会的信用の失墜等により、当

社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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 当社グループは、当社および連結子会社３社より構成されており、ＩＴを用いて顧客のビジネスモデルの変革を促

し、経営環境の急速な変化への対応を支援するシステムソリューション・サービスを事業としております。 

 なお、平成21年７月８日付けで当社が全体の90％を出資する形にて、上海求歩申亜信息系統有限公司を新規に設立し

たため、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。 

 当社グループが提供するシステムソリューション・サービスは、以下の３つの品目に分けられます。「システムイン

テグレーション・サービス」では、通信・金融・流通・官公庁といった各業界を重点として、顧客の情報システム構築

を一括（または部分的に）受託して行っております。「システムアウトソーシング・サービス」では、顧客のシステム

管理運営業務や、機能向上等のシステム改修業務（エンハンス業務）を行っております。また、「プロフェッショナ

ル・サービス」では、顧客の情報システムのサイクル全般に対応しており、システムコンサルティング、システムイン

フラ及びデータベースの構築・管理といった業務を行っております。 

 このようなサービスを通じて、当社グループはそれぞれの得意先やエンドユーザといった顧客に対し、 適なソリュ

ーション・サービスの提供や経営の支援を行っております。 

  

 当社グループの事業に関する各社の位置付け及び系統図は以下のとおりであります。 

  

  ［ 事業系統図 ］ 

 

２．企業集団の状況
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(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9.2％となり、前連結会計年度末に比べ0.6％増となりましたが、これは主に当期純利益が増加したこと

   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7.6％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18,405千円、従業員一人当たりの連結経常利益は1,395千円となりました。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 

  

（4）会社の対処すべき課題 

  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 

    

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21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,752,896 1,888,618

売掛金 1,738,328 1,841,627

有価証券 500,000 400,000

仕掛品 32,563 16,209

繰延税金資産 101,216 118,582

その他 47,870 70,513

貸倒引当金 △2,635 △2,439

流動資産合計 4,170,238 4,333,112

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 58,755 75,575

その他（純額） 28,923 20,334

有形固定資産合計 ※1  87,679 ※1  95,910

無形固定資産 3,751 3,685

投資その他の資産   

投資有価証券 395,509 631,222

長期預金 ※2  100,000 ※2  －

繰延税金資産 159,626 120,982

その他 292,035 305,400

投資その他の資産合計 947,170 1,057,604

固定資産合計 1,038,601 1,157,200

資産合計 5,208,840 5,490,313

負債の部   

流動負債   

買掛金 435,203 407,666

短期借入金 300,000 280,000

未払法人税等 154,005 168,048

賞与引当金 185,096 218,319

役員賞与引当金 37,700 37,888

その他 205,589 219,082

流動負債合計 1,317,594 1,331,005

固定負債   

退職給付引当金 58,864 52,040

役員退職慰労引当金 168,771 184,662

固定負債合計 227,635 236,703

負債合計 1,545,230 1,567,708

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 2,199,372 2,421,607

自己株式 △23,998 △24,297

株主資本合計 3,652,370 3,874,306

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,121 38,411

為替換算調整勘定 △3,693 △6,497

評価・換算差額等合計 △1,571 31,914

少数株主持分 12,811 16,383

純資産合計 3,663,609 3,922,604

負債純資産合計 5,208,840 5,490,313
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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

売上高 8,506,933 8,705,612

売上原価 7,001,551 7,252,309

売上総利益 1,505,381 1,453,303

販売費及び一般管理費   

役員報酬 141,570 155,878

役員賞与引当金繰入額 37,700 37,886

給料及び手当 161,405 172,402

賞与引当金繰入額 17,176 18,638

退職給付費用 4,602 6,211

役員退職慰労引当金繰入額 14,994 15,941

賃借料 94,136 93,315

その他 381,988 316,254

販売費及び一般管理費合計 853,573 816,527

営業利益 651,808 636,775

営業外収益   

受取利息 7,960 6,173

受取配当金 8,593 8,290

投資有価証券売却益 － 5,832

投資有価証券評価損戻入益 － 16,880

その他 2,958 2,702

営業外収益合計 19,512 39,878

営業外費用   

支払利息 5,311 4,415

支払手数料 4,252 4,246

投資有価証券評価損 64,623 －

事務所移転費用 － 6,469

その他 － 1,444

営業外費用合計 74,188 16,576

経常利益 597,132 660,077

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 196

特別利益合計 － 196

税金等調整前当期純利益 597,132 660,274

法人税、住民税及び事業税 319,118 313,905

法人税等調整額 △30,978 △3,618

法人税等合計 288,140 310,286

少数株主利益 1,340 1,087

当期純利益 307,652 348,900
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 2,018,392 2,199,372

当期変動額   

剰余金の配当 △126,673 △126,664

当期純利益 307,652 348,900

当期変動額合計 180,979 222,235

当期末残高 2,199,372 2,421,607

自己株式   

前期末残高 △23,784 △23,998

当期変動額   

自己株式の取得 △269 △370

自己株式の処分 55 71

当期変動額合計 △214 △298

当期末残高 △23,998 △24,297

株主資本合計   

前期末残高 3,471,604 3,652,370

当期変動額   

剰余金の配当 △126,673 △126,664

当期純利益 307,652 348,900

自己株式の取得 △269 △370

自己株式の処分 55 71

当期変動額合計 180,765 221,936

当期末残高 3,652,370 3,874,306
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 38,190 2,121

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △36,068 36,289

当期変動額合計 △36,068 36,289

当期末残高 2,121 38,411

為替換算調整勘定   

前期末残高 △102 △3,693

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,591 △2,803

当期変動額合計 △3,591 △2,803

当期末残高 △3,693 △6,497

評価・換算差額等合計   

前期末残高 38,088 △1,571

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △39,659 33,485

当期変動額合計 △39,659 33,485

当期末残高 △1,571 31,914

少数株主持分   

前期末残高 11,695 12,811

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,115 3,572

当期変動額合計 1,115 3,572

当期末残高 12,811 16,383

純資産合計   

前期末残高 3,521,389 3,663,609

当期変動額   

剰余金の配当 △126,673 △126,664

当期純利益 307,652 348,900

自己株式の取得 △269 △370

自己株式の処分 55 71

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △38,544 37,058

当期変動額合計 142,220 258,994

当期末残高 3,663,609 3,922,604
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 597,132 660,274

減価償却費 20,835 22,414

引当金の増減額（△は減少） 21,482 42,274

受取利息及び受取配当金 △16,553 △14,463

支払利息 5,311 4,415

投資有価証券評価損（△は戻入益） 64,623 △16,880

売上債権の増減額（△は増加） △117,635 △103,715

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,301 16,359

仕入債務の増減額（△は減少） △37,900 △27,537

その他 △40,862 △5,776

小計 498,735 577,365

利息及び配当金の受取額 16,231 14,170

利息の支払額 △5,235 △4,571

法人税等の支払額 △357,733 △303,932

営業活動によるキャッシュ・フロー 151,998 283,031

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 △150,000 －

定期預金の払戻による収入 38,500 100,000

有価証券の取得による支出 △200,000 －

有価証券の償還による収入 － 100,000

有形固定資産の取得による支出 △4,438 △33,068

投資有価証券の取得による支出 △165,285 △162,769

投資有価証券の売却による収入 － 10,955

その他 △10,058 △16,648

投資活動によるキャッシュ・フロー △491,281 △1,531

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） △214 △298

配当金の支払額 △125,948 △126,948

少数株主からの払込みによる収入 － 2,793

少数株主への配当金の支払額 △225 △225

財務活動によるキャッシュ・フロー △126,388 △144,678

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,053 △1,099

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △468,724 135,721

現金及び現金同等物の期首残高 1,951,621 ※  1,482,896

現金及び現金同等物の期末残高 ※  1,482,896 ※  1,618,618
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 該当事項はありません。 

   

 なお、上記以外は、 近の有価証券報告書（平成21年６月23日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省

略しております。  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数 ２社 連結子会社の数 ３社 

  連結子会社名 連結子会社名 

  株式会社北海道キューブシステム 

CUBE SYSTEM VIETNAM CO.,LTD. 

  

なお、非連結子会社はありません。 

株式会社北海道キューブシステム 

CUBE SYSTEM VIETNAM CO.,LTD. 

上海求歩申亜信息系統有限公司  

なお、非連結子会社はありません。 

 上記のうち、上海求歩申亜信息系統有

限公司については、当連結会計年度にお

いて新たに設立したため、連結の範囲に

含めております。  

２．連結子会社の事業年度等に

関する事項 

 連結子会社のうち、CUBE SYSTEM  

VIETNAM CO.,LTD.の決算日は12月31日で

あります。 

  

 連結財務諸表の作成に当たって、連結

決算日現在で実施した仮決算に基づく財

務諸表を使用しております。 

 連結子会社のうち、CUBE SYSTEM  

VIETNAM CO.,LTD.及び上海求歩申亜信息

系統有限公司の決算日は12月31日であり

ます。 

 連結財務諸表の作成に当たって、連結

決算日現在で実施した仮決算に基づく財

務諸表を使用しております。 

３．会計処理基準に関する事項 

重要な引当金の計上基準  

  

退職給付引当金  

 当社は、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計上

しております。  

 また、数理計算上の差異については、

３年による定率法により翌連結会計年度

から費用処理することとしております。 

  

  

  

  

退職給付引当金  

 当社は、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計上

しております。  

 また、数理計算上の差異については、

３年による定率法により翌連結会計年度

から費用処理することとしております。 

（追加情報）  

 確定拠出年金法と確定給付企業年金法

の施行に伴い、平成22年８月に現行の適

格退職年金制度を確定給付企業年金制度

へ移行するとともに、ポイント制退職金

を導入する予定です。 

 これに伴い、過去勤務債務が約１億８

千万円発生する見込みでありますが、発

生時に全額費用処理し、特別損失として

計上する予定であります。 
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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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 （リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、当連結会計年度より「リース取

引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５

年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３

月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年

１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、

平成19年３月30日改正））を適用し、通常の売買取引

に係る方法に準じた会計処理によっております。  

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有

権移転外ファイナンス・リース取引については、引き

続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を

適用しております。 

 この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

―――――――――― 

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（連結貸借対照表関係） （連結貸借対照表関係） 

 「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20年８月７日 

内閣府令第50号）が適用されたことに伴い、前連結会

計年度において、「たな卸資産」として掲記されてい

たものは、当連結会計年度から「仕掛品」として掲記

しております。  

―――――――――― 

  
（連結損益計算書関係） （連結損益計算書関係） 

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「支払

手数料」（当連結会計年度は80,419千円）は、販売費

及び一般管理費の総額の100分の10以下となったため、

販売費及び一般管理費の「その他」に含めておりま

す。   

―――――――――― 

  
 (連結キャッシュ・フロー計算書） 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証

券評価損益」は、前連結会計年度は「その他」に含め

て表示しておりましたが、金額的重要性が増したため

区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

「投資有価証券評価損益」は6,596千円であります。 

 (連結キャッシュ・フロー計算書） 

―――――――――― 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 88,879千円 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 105,322千円

※２ 長期預金         ※２ 長期預金           

 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。  

 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21年８月27日 100,000千円

平成22年８月23日 100,000千円

計  200,000千円   

 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 2,300,000千円 

借入実行残高 250,000千円 

差引額 2,050,000千円 

  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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  前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21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216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  13,179  216  50  13,345

合計  13,179  216  50  13,345

  
（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20年６月25日 

定時株主総会 
普通株式  126,673  50 平成20年３月31日 平成20年６月26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21年６月23日 

定時株主総会 
普通株式  126,664 利益剰余金  50 平成21年３月31日 平成21年６月24日
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  当連結会計年度（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 

  

  
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
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 リース取引、税効果会計、金融商品、有価証券、退職給付に関する注記事項については、決算短信における開示

の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

   

前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自平成21年４月１日 

至平成22年３月31日） 

 当社グループは単一セグメントのため、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自平成21年４月１日 

至平成22年３月31日） 

 本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に

占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

   

前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

（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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

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

現金及び預金勘定 1,752,896千円

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 1,482,896千円

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

（開示の省略）

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高
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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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,441円  13銭

１株当たり当期純利益金額  121円 44銭

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

 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。 

 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。 

  
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当期純利益（千円）  307,652  348,900

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）  307,652  348,900

普通株式の期中平均株式数（千株）  2,533  2,533

  
前連結会計年度末 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度末 
(平成22年３月31日) 

純資産の部の合計額（千円）  3,663,609  3,922,604

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円） 
 12,811  16,383

(うち少数株主持分）  (12,811)  ( ) 16,383

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  3,650,798  3,906,220

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  2,533
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（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22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。 
  
 平成22年４月1日をもって普通株式１株につき２株に分

割します。 

 （１）分割により増加する株式数 

 普通株式  2,546,640株 

 （２）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。 

  

 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

株当たり純利益について

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

株当たり純利益について

は、潜在株式がないため記

載しておりません。 

771

68 87
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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21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,587,596 1,682,062

売掛金 1,645,633 1,754,694

有価証券 500,000 400,000

仕掛品 20,194 13,819

前払費用 37,598 58,966

繰延税金資産 91,976 108,291

その他 6,908 17,625

流動資産合計 3,889,909 4,035,458

固定資産   

有形固定資産   

建物 79,036 101,189

減価償却累計額 △29,458 △33,400

建物（純額） 49,577 67,788

工具、器具及び備品 68,001 75,009

減価償却累計額 △53,168 △62,560

工具、器具及び備品（純額） 14,832 12,449

土地 1,968 2,503

建設仮勘定 8,740 －

有形固定資産合計 75,120 82,742

無形固定資産 3,533 3,466

投資その他の資産   

投資有価証券 395,509 631,222

関係会社株式 50,000 50,000

関係会社出資金 30,387 55,529

長期前払費用 17,207 14,708

繰延税金資産 146,469 110,553

長期預金 ※1  100,000 ※1  －

敷金及び保証金 99,136 107,991

保険積立金 109,876 116,280

会員権 56,601 56,601

投資その他の資産合計 1,005,187 1,142,888

固定資産合計 1,083,840 1,229,097

資産合計 4,973,750 5,264,556
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 398,677 381,987

短期借入金 300,000 280,000

未払金 83,473 86,740

未払費用 73,071 77,792

未払法人税等 143,830 159,580

預り金 28,151 31,766

賞与引当金 167,475 197,861

役員賞与引当金 37,000 37,000

流動負債合計 1,231,680 1,252,729

固定負債   

退職給付引当金 37,490 37,448

役員退職慰労引当金 161,678 176,223

固定負債合計 199,169 213,671

負債合計 1,430,849 1,466,401

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 1,939,081 2,158,344

利益剰余金合計 2,087,781 2,307,044

自己株式 △23,998 △24,297

株主資本合計 3,540,779 3,759,743

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,121 38,411

評価・換算差額等合計 2,121 38,411

純資産合計 3,542,901 3,798,154

負債純資産合計 4,973,750 5,264,556
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 7,730,139 8,027,114

売上原価 6,317,375 6,655,667

売上総利益 1,412,763 1,371,447

販売費及び一般管理費   

役員報酬 133,170 144,540

役員賞与引当金繰入額 37,000 37,000

給料及び手当 146,768 154,592

賞与引当金繰入額 13,217 17,021

退職給付費用 4,037 5,219

役員退職慰労引当金繰入額 13,597 14,545

福利厚生費 38,440 40,355

支払手数料 75,680 63,326

賃借料 91,765 90,314

旅費及び交通費 45,614 22,811

減価償却費 6,661 6,547

その他 175,515 161,954

販売費及び一般管理費合計 781,469 758,229

営業利益 631,294 613,217

営業外収益   

受取利息 2,121 1,847

有価証券利息 5,712 4,312

受取配当金 ※  11,593 ※  11,290

投資有価証券売却益 － 5,832

投資有価証券評価損戻入益 － 16,880

その他 2,511 1,431

営業外収益合計 21,939 41,594

営業外費用   

支払利息 5,311 4,415

支払手数料 4,252 4,246

投資有価証券評価損 64,623 －

事務所移転費用 － 6,469

その他 882 932

営業外費用合計 75,071 16,064

経常利益 578,162 638,747

税引前当期純利益 578,162 638,747

法人税、住民税及び事業税 303,923 298,114

法人税等調整額 △27,768 △5,295

法人税等合計 276,155 292,819

当期純利益 302,007 345,928
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 1,763,746 1,939,081

当期変動額   

剰余金の配当 △126,673 △126,664

当期純利益 302,007 345,928

当期変動額合計 175,334 219,263

当期末残高 1,939,081 2,158,344

利益剰余金合計   

前期末残高 1,912,446 2,087,781

当期変動額   

剰余金の配当 △126,673 △126,664

当期純利益 302,007 345,928

当期変動額合計 175,334 219,263

当期末残高 2,087,781 2,307,044
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △23,784 △23,998

当期変動額   

自己株式の取得 △269 △370

自己株式の処分 55 71

当期変動額合計 △214 △298

当期末残高 △23,998 △24,297

株主資本合計   

前期末残高 3,365,658 3,540,779

当期変動額   

剰余金の配当 △126,673 △126,664

当期純利益 302,007 345,928

自己株式の取得 △269 △370

自己株式の処分 55 71

当期変動額合計 175,120 218,964

当期末残高 3,540,779 3,759,743

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 38,190 2,121

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △36,068 36,289

当期変動額合計 △36,068 36,289

当期末残高 2,121 38,411

評価・換算差額等合計   

前期末残高 38,190 2,121

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △36,068 36,289

当期変動額合計 △36,068 36,289

当期末残高 2,121 38,411

純資産合計   

前期末残高 3,403,848 3,542,901

当期変動額   

剰余金の配当 △126,673 △126,664

当期純利益 302,007 345,928

自己株式の取得 △269 △370

自己株式の処分 55 71

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △36,068 36,289

当期変動額合計 139,052 255,253

当期末残高 3,542,901 3,798,154
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 該当事項はありません。 

     

(1）役員の異動 

 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 

  ・退任予定監査役 

    （非常勤）社外監査役 秋田敏宏 

 ③ 退任予定日 

   平成22年６月23日 

(2）その他 

  該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記

６．その他
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