
平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年10月27日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 キューブシステム 上場取引所 東 
コード番号 2335 URL http://www.cubesystem.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）  﨑山 收
問合せ先責任者 （役職名） 専務取締役 （氏名）　内田 敏雄 TEL 03-5421-3826
四半期報告書提出予定日 平成23年11月7日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 有 （機関投資家向け）

1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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 ％

24年3月期第2四半期 4,055 △13.8 264 △28.4 260 △29.2 128 168.4
23年3月期第2四半期 4,703 11.1 369 39.1 367 26.8 47 △69.0

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 119百万円 （469.4％） 23年3月期第2四半期 20百万円 （―％）

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2四半期 17.07 ―
23年3月期第2四半期 6.30 ―

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月期第2四半期 5,412 3,924 72.2 520.85
23年3月期 5,680 3,930 68.9 521.51
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  3,906百万円 23年3月期  3,911百万円

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 ― 0.00 ― 25.00 25.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 17.00 17.00

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 9,300 1.5 665 0.4 675 0.5 350 68.2 46.70



(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） 

※平成23年３月31日現在の株主に対し平成23年４月１日付けをもって、普通株式１株につき1.5株の割合で株式分割をしております。 

※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、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 
（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、（添付資
料）２ページ「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。 
２．平成23年３月31日現在の株主に対し平成23年４月１日付けをもって、普通株式１株につき1.5株の割合で株式分割をしております。なお、「３．平成24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。 
 
（四半期決算補足説明資料及び四半期決算説明会内容の入手方法） 
四半期決算補足説明資料はTDnetで同日開示しております。また、当社は平成23年11月１日（火）に機関投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会の
動画については、開催後当社ホームページにて通知する予定です。 

4.  その他

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2Q 7,639,920 株 23年3月期 7,639,920 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 139,176 株 23年3月期 138,925 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 7,500,827 株 23年3月期2Q 7,577,851 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間における国内経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響が強く残る中

での推移となりました。国内経済においては震災からの復興に伴い緩やかな回復基調にありましたが、欧米を中心

に債務危機を背景とした減速懸念が浮上し、円高が進行するなど、先行きに対する不透明感が強まっております。

 情報サービス業界におきましても、顧客企業においては震災により生じた復興対策を優先実施したことに伴い、

一時的に顧客のＩＴ投資は抑制され、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、プロジェクトのリスク管理の徹底や品質の向上、コスト適正化による収益構造の改善や経営効率の向上等を図

ってまいりましたが、厳しい受注動向の影響により減収減益となりました。 

 その結果、当社グループの売上高は4,055百万円（前年同期比13.8％減）となりました。また、営業利益は264百

万円（同28.4％減）、経常利益は260百万円（同29.2％減）、四半期純利益は128百万円（同168.4％増）となりま

した。四半期純利益が前年同期と比較して増加した要因としましては、前第２四半期連結会計期間において年金制

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るものであります。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産）  

 当第２四半期連結会計期間末における流動資産は4,530百万円となり、前連結会計年度末に比べ157百万円減少い

たしました。これは主に売上債権が64百万円、現金及び預金が31百万円、仕掛品が16百万円減少したことによるも

のです。また、固定資産合計は882百万円となり、前連結会計年度末と比較して111百万円の減少となりました。こ

れは主に投資有価証券が早期償還により50百万円減少したことによるものです。 

 これらの結果、総資産は5,412百万円となり、前連結会計年度末に比べ268百万円減少いたしました。 

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における負債合計は1,488百万円となり、前連結会計年度末に比べ261百万円減少い

たしました。これは主に引当金、買掛金および法人税等の支払による減少によるものです。 

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は3,924百万円となり、前連結会計年度末に比べ６百万円減少

いたしました。これは主にその他有価証券評価差額金の減少によるものです。    

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当社グループを取り巻く厳しい環境は依然として継続しておりますが、第３四半期以降は流通業において総合ス

ーパー向け案件の受注が拡大基調にあること、また、金融業における損害保険会社向け案件、通信業における通信

事業者向け案件において受注が堅調に推移することを見込んでおり、主要３業種を中心に受注拡大を図り、売上

高・利益の確保に努めてまいります。したがって、当初発表（平成23年４月28日）の通期連結業績予想に変更はご

ざいません。 

 なお、上記の予想は、当社が発表日現在で入手可能な情報に基づいて判断したものであります。予想に内在する

さまざまな不確定要因や今後の事業運営における内外の状況変化等により、実際の業績と異なる場合があります。

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,545,687 2,514,352

売掛金 1,538,838 1,474,167

有価証券 350,000 300,000

仕掛品 53,915 37,746

その他 199,179 204,095

貸倒引当金 △487 △247

流動資産合計 4,687,133 4,530,114

固定資産   

有形固定資産 101,752 95,152

無形固定資産 3,624 3,599

投資その他の資産 888,333 783,946

固定資産合計 993,710 882,698

資産合計 5,680,844 5,412,813

負債の部   

流動負債   

買掛金 397,954 348,798

短期借入金 280,000 280,000

未払法人税等 149,480 105,468

賞与引当金 220,647 236,329

その他 277,486 153,940

流動負債合計 1,325,568 1,124,537

固定負債   

退職給付引当金 189,092 135,884

役員退職慰労引当金 197,728 189,678

資産除去債務 37,886 38,244

固定負債合計 424,707 363,807

負債合計 1,750,276 1,488,344

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 2,503,051 2,506,088

自己株式 △75,085 △75,213

株主資本合計 3,904,962 3,907,871

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 14,827 7,662

為替換算調整勘定 △7,919 △8,769

その他の包括利益累計額合計 6,908 △1,106

少数株主持分 18,696 17,703

純資産合計 3,930,568 3,924,468

負債純資産合計 5,680,844 5,412,813
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 4,703,037 4,055,363

売上原価 3,904,663 3,387,857

売上総利益 798,373 667,505

販売費及び一般管理費   

賞与引当金繰入額 24,600 18,368

退職給付費用 3,952 4,369

役員退職慰労引当金繰入額 7,945 7,705

その他 392,840 372,759

販売費及び一般管理費 429,337 403,202

営業利益 369,035 264,302

営業外収益   

受取利息 2,357 781

受取配当金 5,090 3,853

投資有価証券売却益 5,365 4,359

その他 1,190 6,017

営業外収益合計 14,003 15,011

営業外費用   

支払利息 1,969 1,897

投資有価証券評価損 8,526 13,980

その他 4,555 2,830

営業外費用合計 15,050 18,708

経常利益 367,988 260,606

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,209 －

保険解約返戻金 25,999 －

特別利益合計 28,209 －

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 21,533 －

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 283,374 －

税金等調整前四半期純利益 112,824 260,606

法人税等合計 67,114 133,481

少数株主損益調整前四半期純利益 45,709 127,124

少数株主損失（△） △1,997 △930

四半期純利益 47,707 128,055
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 45,709 127,124

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △23,539 △7,164

為替換算調整勘定 △1,261 △912

その他の包括利益合計 △24,800 △8,077

四半期包括利益 20,908 119,047

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 23,057 120,040

少数株主に係る四半期包括利益 △2,149 △993
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 112,824 260,606

減価償却費 11,384 10,991

引当金の増減額（△は減少） 252,484 △89,768

受取利息及び受取配当金 △7,447 △4,634

支払利息 1,969 1,897

投資有価証券評価損（△は戻入益） 60,091 13,980

売上債権の増減額（△は増加） 1,267 63,473

たな卸資産の増減額（△は増加） △15,313 16,053

仕入債務の増減額（△は減少） 18,367 △48,925

その他 △3,139 △66,138

小計 432,489 157,534

利息及び配当金の受取額 7,562 4,974

利息の支払額 △1,764 △1,821

法人税等の支払額 △158,142 △159,546

営業活動によるキャッシュ・フロー 280,143 1,141

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 －

有価証券の償還による収入 250,000 50,000

投資有価証券の償還による収入 － 50,000

有形固定資産の取得による支出 △3,195 △5,740

投資有価証券の取得による支出 △6,836 △5,565

投資有価証券の売却による収入 14,436 －

その他 △506 4,460

投資活動によるキャッシュ・フロー 353,898 93,155

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の増減額（△は増加） △38,322 △128

配当金の支払額 △126,249 △124,994

少数株主からの払込みによる収入 4,375 －

少数株主への配当金の支払額 △300 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △160,497 △125,123

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,979 △508

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 471,565 △31,335

現金及び現金同等物の期首残高 1,618,618 2,375,687

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,090,183 2,344,352
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（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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