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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第3四半期 8,097 20.2 483 19.3 516 28.6 286 30.1
25年3月期第3四半期 6,737 8.9 405 1.2 401 0.1 220 272.8

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 320百万円 （46.8％） 25年3月期第3四半期 218百万円 （331.0％）

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

26年3月期第3四半期 38.23 ―
25年3月期第3四半期 29.39 ―

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

26年3月期第3四半期 6,152 4,303 69.6 571.28
25年3月期 5,986 4,148 69.0 550.68
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 4,284百万円 25年3月期 4,130百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 22.00 22.00
26年3月期 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 17.00 17.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 ： 有 
連結業績予想の修正については、本日（平成26年１月29日）に公表いたしました「平成26年３月期通期連結業績予想の修正ならびに個別業績予想および前期
実績との差異に関するお知らせ」をご参照ください。 

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 11,000 19.0 700 16.4 730 20.5 400 18.5 53.33



(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、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
半期連結財務諸表に対する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） 
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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に
関する説明」をご覧ください。 
 
（四半期決算補足説明資料の入手方法について） 
四半期決算説明資料については、ＴＤnet及び当社ホームページのＩＲ情報（http://www.cubesystem.co.jp/jp/ir/index.html）で同日開示しております。 

※ 注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①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） 26年3月期3Q 7,639,920 株 25年3月期 7,639,920 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 140,186 株 25年3月期 139,656 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 7,499,917 株 25年3月期3Q 7,500,391 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、現政権による経済対策や日銀による金融政策への効果と期待

から、円高の是正や株価の上昇といった景気回復の動きが見られる中での推移となりました。しかしながら、実体

経済への影響は限定的なものにとどまっており、個人所得の向上や消費マインドの回復までには至っておらず、今

春の消費税増税による消費減退への懸念等もあり、景気の先行きは依然として不透明な状況にあります。 

 当社グループの属する情報サービス業界におきましても、景況感の改善に伴い金融業や製造業等のＩＴ関連投資

が緩やかな回復基調にありますが、顧客企業における保守・運用コストの削減等の動きは依然として続いており、

企業間競争の激化による価格低下が進む等、厳しい環境で推移いたしました。 

 このような状況の中で、当社グループにおきましては、金融業における銀行向け案件及び保険会社向け案件を中

心とした既存顧客からの継続案件の維持・拡大に努め、好調なマーケットを捉えて受注拡大に注力した結果、売上

高は堅調に推移しました。利益面においては、不採算案件が発生したことにより利益率は低調となりましたが、好

調な受注状況に支えられた結果、前年同期と比較して増収増益での推移となりました。 

 その結果、当社グループの売上高は8,097百万円（前年同期比20.2％増）となりました。また、営業利益は483百

万円（同19.3％増）、経常利益は516百万円（同28.6％増）、四半期純利益は286百万円（同30.1％増）となりまし

た。 

  

（２）財政状態に関する説明 

①資産 

 当第３四半期連結会計期間末における流動資産は4,878百万円となり、前連結会計年度末に比べ165百万円減少い

たしました。これは主に、有価証券が200百万円、現金及び預金が169百万円減少したこと及び仕掛品が180百万円

増加したことによるものです。また、固定資産合計は1,273百万円となり、前連結会計年度末と比較して331百万円

増加いたしました。これは主に、投資有価証券が365百万円増加したことによるものです。 

 これらの結果、総資産は6,152百万円となり、前連結会計年度末に比べ166百万円増加いたしました。 

  

②負債 

 当第３四半期連結会計期間末における流動負債は1,501百万円となり、前連結会計年度末に比べ15百万円増加い

たしました。これは主に、買掛金が94百万円増加したこと及び未払法人税等が39百万円、短期借入金が20百万円減

少したことによるものです。固定負債は347百万円となり、前連結会計年度末に比べ４百万円減少いたしました。 

 これらの結果、負債合計は1,848百万円となり、前連結会計年度末に比べ11百万円増加いたしました。 

  

③純資産 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産は4,303百万円となり、前連結会計年度末に比べ155百万円増加いた

しました。これは主に利益剰余金が121百万円、その他有価証券評価差額金が28百万円増加したことによるもので

す。 

 この結果、自己資本比率は69.6％（前連結会計年度末は69.0％）となりました。 

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 通期の連結業績予想につきましては、当第３四半期連結累計期間の業績動向を踏まえ、当初発表（平成25年５月

８日公表）の予想値を修正しております。詳細につきましては、本日公表いたしました「平成26年３月期通期連結

業績予想の修正ならびに個別業績予想および前期実績との差異に関するお知らせ」をご参照ください。 

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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,502,991 2,333,584

売掛金 1,783,064 1,751,179

有価証券 500,000 300,000

仕掛品 71,523 252,145

その他 186,802 242,028

貸倒引当金 △569 △335

流動資産合計 5,043,813 4,878,602

固定資産   

有形固定資産 89,112 83,558

無形固定資産 3,523 3,485

投資その他の資産   

投資有価証券 531,609 897,091

その他 318,125 289,839

投資その他の資産合計 849,735 1,186,930

固定資産合計 942,371 1,273,974

資産合計 5,986,184 6,152,577

負債の部   

流動負債   

買掛金 480,919 575,202

短期借入金 260,000 240,000

未払法人税等 190,592 151,409

賞与引当金 206,142 227,431

役員賞与引当金 30,983 20,657

受注損失引当金 4,436 1,106

その他 312,003 285,268

流動負債合計 1,485,078 1,501,075

固定負債   

退職給付引当金 102,060 91,112

役員退職慰労引当金 205,095 213,333

その他 45,329 43,210

固定負債合計 352,485 347,655

負債合計 1,837,564 1,848,731

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 2,705,919 2,827,624

自己株式 △75,459 △75,811

株主資本合計 4,107,457 4,228,809

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 24,409 52,981

為替換算調整勘定 △1,644 2,681

その他の包括利益累計額合計 22,764 55,662

少数株主持分 18,397 19,373

純資産合計 4,148,619 4,303,845

負債純資産合計 5,986,184 6,152,577
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 6,737,026 8,097,433

売上原価 5,709,101 6,959,554

売上総利益 1,027,925 1,137,879

販売費及び一般管理費 622,903 654,863

営業利益 405,021 483,015

営業外収益   

受取利息 1,991 7,865

受取配当金 6,672 5,864

投資有価証券評価損戻入益 － 15,315

その他 5,275 13,468

営業外収益合計 13,939 42,514

営業外費用   

支払利息 2,834 1,973

投資有価証券評価損 9,349 －

為替差損 1,936 3,273

支払手数料 3,013 3,318

その他 28 311

営業外費用合計 17,162 8,877

経常利益 401,799 516,652

税金等調整前四半期純利益 401,799 516,652

法人税等 180,612 228,932

少数株主損益調整前四半期純利益 221,187 287,720

少数株主利益 742 1,010

四半期純利益 220,444 286,709
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 221,187 287,720

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,477 28,572

為替換算調整勘定 1,771 4,492

その他の包括利益合計 △2,706 33,064

四半期包括利益 218,481 320,784

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 217,666 319,607

少数株主に係る四半期包括利益 814 1,177
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 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。   

   

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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