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

24年3月期第1四半期 1,134 33.7 47 115.0 48 244.8 26 4.6
23年3月期第1四半期 848 135.2 22 ― 14 ― 25 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 23百万円 （15.8％） 23年3月期第1四半期 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1四半期 195.45 ―
23年3月期第1四半期 186.94 ―

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1四半期 5,909 1,998 33.8 14,513.02
23年3月期 6,198 1,974 31.9 14,339.27
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  1,998百万円 23年3月期  1,974百万円

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

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、通期は対前期、第２四半期(累計)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) 2,300 △11.2 75 △80.3 60 △83.7 50 △84.8 363.16
通期 4,300 △14.7 110 △79.3 75 △85.3 50 △88.9 363.16



(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  ：  有  
(注)詳細は、添付資料2ページ「サマリー情報(その他)に関する事項」をご覧ください。 

(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
半期財務諸表のレビュー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。 

4.  その他

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1Q 138,300 株 23年3月期 138,300 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 620 株 23年3月期 620 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 137,680 株 23年3月期1Q 137,680 株
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当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災、原発事故などの影響による経済活動

の停滞、電力不足などが懸念され、依然として先行き不透明な状況が続いております。  

 液晶を始めとするフラットパネルディスプレイ(FPD)の分野においては、携帯情報端末等の市場拡大を

背景に、パネルメーカーによる設備投資が着実に進められております。このような環境の中、当社グルー

プは製品競争力の向上、営業力の強化、継続的なコスト削減に取り組んでまいりました。当第１四半期連

結累計期間の連結業績は、主力製品である画像処理外観検査装置の売上増加により、売上高1,134百万円

(前年同期比33.7％増)、営業利益47百万円(前年同期比115.0％増)、経常利益48百万円(前年同期比

244.8％増)、四半期純利益は26百万円(前年同期比4.6％増)となりました。  

 セグメント別の業績を示すと、次のとおりであります。 

(日本) 

 画像処理外観検査装置の販売がアジア地域において堅調に推移しました。この結果、売上高は983百万

円(前年同期比24.2％増)、セグメント利益は44百万円(前年同期比12.0％増)となりました。  

(米国) 

 3Dモデル検証ツール「Validation Tool」を中心に積極的な営業活動を行いましたが、販売は伸び悩み

ました。この結果、売上高は53百万円(前年同期比6.1％減)、セグメント損失は21百万円(前年同期はセグ

メント損失19百万円)となりました。 

(韓国) 

 画像処理外観検査装置の部品販売が韓国ユーザー向けで増加しました。この結果、売上高は98百万円、

セグメント利益は24百万円(前年同期はセグメント損失3百万円)となりました。 

  

 なお、従来「その他」セグメントに含まれていた「韓国」について量的な重要性が増したため報告セグ

メントとして記載する方法に変更しております。また、前年同期は韓国現地法人の設立初年度であり、外

部顧客への売上高を計上しておりませんので、売上高の前年同期比は記載しておりません。 
  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ288百万円減少しました。流

動資産は現金預金の減少309百万円、売上債権の増加92百万円、棚卸資産の減少39百万円などから267百万

円減少し、固定資産は減価償却などにより21百万円減少しております。 

負債は、前連結会計年度末に比べ312百万円減少しました。流動負債は仕入債務の減少205百万円などか

ら279百万円減少し、固定負債は長期借入金の減少38百万円などにより33百万円減少しております。 

純資産は、四半期純利益26百万円の計上などにより、純資産合計が23百万円増加しました。 
  

平成23年5月13日発表の業績予想に変更はありません。 

  
  

該当事項はありません。 

  

税金費用の計算 

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引
前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

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

(3)連結業績予想に関する定性的情報

2．サマリー情報(その他)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

(2)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

3．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,364,087 2,054,104

受取手形及び売掛金 1,015,575 1,108,413

商品及び製品 3,458 21,642

仕掛品 528,538 505,285

原材料及び貯蔵品 252,279 218,088

その他 68,662 59,424

貸倒引当金 △63,321 △64,906

流動資産合計 4,169,279 3,902,052

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 537,202 530,322

土地 1,117,578 1,117,578

その他（純額） 75,704 73,715

有形固定資産合計 1,730,485 1,721,616

無形固定資産

のれん 76,666 71,666

ソフトウエア 134,317 146,847

その他 2,285 2,285

無形固定資産合計 213,269 220,799

投資その他の資産

繰延税金資産 － 1,025

その他 104,727 64,280

貸倒引当金 △19,425 0

投資その他の資産合計 85,302 65,305

固定資産合計 2,029,057 2,007,721

資産合計 6,198,337 5,909,774

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 901,649 695,936

短期借入金 1,921,000 1,891,000

未払法人税等 61,529 13,180

その他 395,449 400,431

流動負債合計 3,279,628 3,000,548

固定負債

社債 100,000 100,000

長期借入金 794,000 756,000

繰延税金負債 425 －

退職給付引当金 42,527 50,154

その他 7,525 4,918

固定負債合計 944,478 911,072

負債合計 4,224,107 3,911,620
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,951,750 1,951,750

利益剰余金 47,559 74,469

自己株式 △81,658 △81,658

株主資本合計 1,917,651 1,944,561

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 612 △187

為替換算調整勘定 55,965 53,778

その他の包括利益累計額合計 56,578 53,591

純資産合計 1,974,230 1,998,153

負債純資産合計 6,198,337 5,909,774
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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：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第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)

売上高 848,288 1,134,381

売上原価 566,730 782,362

売上総利益 281,557 352,018

販売費及び一般管理費 259,301 304,173

営業利益 22,255 47,844

営業外収益

受取利息 29 61

受取賃貸料 2,829 2,712

為替差益 － 4,435

その他 0 665

営業外収益合計 2,859 7,875

営業外費用

支払利息 10,268 7,340

為替差損 641 －

その他 176 10

営業外費用合計 11,085 7,350

経常利益 14,029 48,369

特別利益

固定資産売却益 9,523 －

貸倒引当金戻入額 4,210 －

特別利益合計 13,734 －

特別損失

固定資産除却損 18 13

関係会社出資金評価損 － 13,545

特別損失合計 18 13,559

税金等調整前四半期純利益 27,745 34,810

法人税等 2,007 7,900

少数株主損益調整前四半期純利益 25,738 26,910

四半期純利益 25,738 26,910
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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：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第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)

少数株主損益調整前四半期純利益 25,738 26,910

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,762 △799

為替換算調整勘定 △3,320 △2,186

その他の包括利益合計 △5,083 △2,986

四半期包括利益 20,654 23,923

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 20,654 23,923

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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当第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) 

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22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

1．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）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、韓国の現地法人 

    の事業活動を含んでいます。 

  

2．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項) 

 
  

3．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

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：千円)

報告セグメント
その他 
(注)

合計

日本 米国 計

売上高

  外部顧客への売上高 791,751 56,536 848,288 ― 848,288

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

35,727 3,167 38,894 4,409 43,304

計 827,479 59,704 887,183 4,409 891,593

セグメント利益又は損失(△) 39,517 △19,102 20,414 △3,834 16,580

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 20,414

「その他」の区分の利益 △3,834

セグメント間取引消去 1,858

その他 3,816

四半期連結損益計算書の営業利益 22,255

- 7 -

クボテック㈱　（7709）　平成24年３月期　第１四半期決算短信



  
Ⅱ  当第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) 

1．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 

 
  

2．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項) 

 
  

3．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

4．報告セグメントの変更等に関する事項 

当第１四半期連結会計期間から、前連結会計年度において「その他」に含まれていた「韓国」につい

て量的な重要性が増したため報告セグメントとして記載する方法に変更しております。 

当該変更に伴う四半期連結累計期間に係る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

する情報に与える影響は以下のとおりです。 

変更前の方法によった場合と比べ、報告セグメントの合計の売上高が98,267千円、セグメント利益が

24,327千円それぞれ増加しております。 

  

当第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) 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

(単位：千円)

報告セグメント

合計

日本 米国 韓国

売上高

  外部顧客への売上高 983,036 53,076 98,267 1,134,381

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

53,502 3,223 12,283 69,008

計 1,036,539 56,300 110,550 1,203,390

セグメント利益又は損失(△) 44,263 △21,947 24,327 46,643

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 46,643

セグメント間取引消去 1,700

その他 △499

四半期連結損益計算書の営業利益 47,844

(5)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(6)重要な後発事象
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当第１四半期連結累計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 
(注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。 

2 金額は、販売価格によっております。 

3 金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第１四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 
(注)1 金額には、消費税等は含まれておりません。 

2 米国については、見込生産を行っているため受注実績はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 
(注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。 

2 主な相手先の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 
3 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

5．補足情報

(1)生産、受注及び販売の状況

 ①生産実績

セグメントの名称 生産高(千円) 前年同四半期比(％)

日本 968,280 7.9

米国 53,432 △5.4

韓国 116,099 689.1

合計 1,137,812 17.5

 ②受注実績

セグメントの名称 受注高(千円)
前年同四半期比

(％)
受注残高(千円)

前年同四半期比
(％)

日本 66,747 △89.1 1,886,600 △26.2

韓国 132,219 ― 69,376 ―

合計 198,966 △67.6 1,955,976 △23.5

 ③販売実績

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

日本 983,036 24.2

米国 53,076 △6.1

韓国 98,267 ―

合計 1,134,381 33.7

相手先

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

日本サムスン株式会社 286,250 33.7 260,800 23.0

Century Display Co.,Ltd 189,000 22.3 ― ―

Hannstar Display Corporation ― ― 236,000 20.8

旭硝子株式会社 ― ― 180,502 15.9
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