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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第126期

第３四半期　　連
結累計期間

第126期
第３四半期　　連
結会計期間

第125期

会計期間

自　平成20年
　　４月１日
至　平成20年
　　12月31日

自　平成20年
　　10月１日
至　平成20年
　　12月31日

自　平成19年
　　４月１日
至　平成20年
　　３月31日

売上高 (千円) 4,272,8961,206,0316,492,469

経常利益又は経常損失(△) (千円) △ 131,094△76,003 94,351

四半期純利益
又は四半期(当期)純損失(△)

(千円) △ 51,030 4,038 △114,416

純資産額 (千円) ― 1,962,9102,120,380

総資産額 (千円) ― 6,590,1897,041,624

１株当たり純資産額 (円) ― 204.52 220.09

１株当たり四半期純利益
又は四半期(当期)純損失(△)

(円) △ 5.38 0.43 △11.72

潜在株式調整後１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) ― 29.2 29.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 51,260 ― △11,312

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 250,164 ― △194,671

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △44,364 ― △248,331

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― 876,857 619,798

従業員数 (名) ― 180 189

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　第126期第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純

損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３　第126期第３四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。

４　第125期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれる事

業の内容に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成20年12月31日現在

従業員数(名) 180（70）

(注)　従業員は就業人員であり、従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当第３四半期連結会計期間の平均雇用人員

であります。 

　

(2) 提出会社の状況

平成20年12月31日現在

従業員数(名) 91（10）

(注)　従業員は当社から他社への出向者を除く就業人員であり、従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当第３四半期会

計期間の平均雇用人員であります。 
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第３四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 生産高(千円)

金属製品事業 1,010,980

(注) １　算出金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。
２　上記金額には、協力工場等からの外注製品を含んでおります。

３　レジャー事業における生産はありません。

　

(2) 受注実績

当社グループは受注見込みによる生産方式をとっております。
　
　

(3) 販売実績

当第３四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円)

金属製品事業 1,135,070

レジャー事業 70,960

合計 1,206,031

(注) １　主な相手先別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は次のとおりです。

　

相手先

当第３四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％)

トラスコ中山㈱ 162,638 13.5

㈱山善 156,887 13.0

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。
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３ 【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 経営成績の分析

当第３四半期連結会計期間のわが国経済は、米国に端を発した世界的な金融市場混乱による株価や為

替相場の急激な変動影響を受け、企業収益が悪化し、設備投資の減少や雇用情勢の悪化、個人消費の減退

がみられ、国内外とも急速に景気悪化傾向が強まりました。

このような状況の下、当社グループは創業１２０年を機に更なる企業の発展・継続のため経営幹部の世

代交代を図りますと共に、翼を拡げ、売上拡大を目指したグループ会社組織の再編を進めてまいりまし

た。また、一方で内部統制強化にも取り組み、グループ全体における経営品質の向上に取り組んでまいり

ました。しかしながら、経営環境は厳しい情勢となり、売上高は１２億６百万円となりました。利益面で

は、５千２百万円の営業損失、７千６百万円の経常損失となり、特別損益において１２０周年記念事業費

用の発生はありましたが、旧物流センター土地の売却益により、４百万円の四半期純利益となりました。

　

事業の種類別セグメント業績は次のとおりです。

＜金属製品事業＞

国内売上高におきましては、景気悪化の影響を受けて減少し、海外売上高におきましては、電設工具が

前年同期なみに推移いたしましたものの、他の品種につきましては総じて減少いたしました。その結果、

金属製品事業の売上高は１１億３千５百万円となりました。利益面では、原材料価格上昇や過年度に退職

給付信託に拠出いたしました有価証券の時価下落による退職給付費用の増加が加わり、９千１百万円の

営業損失となりました。

　

＜レジャー事業（ゴルフ練習場）＞

お客様一人当たりの売上高は減少しましたが入場者数は増加し、レジャー事業の売上高は７千万円と

なり、営業利益は３千９百万円となりました。

　

(2) 財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末における総資産は前期末に比べ４億５千１百万円減の６５億９千万円と

なりました。

　資産、負債及び純資産の状況は次のとおりです。

＜資産＞

流動資産は現金及び預金や棚卸資産が増加しましたが、受取手形及び売掛金が減少し、前期末比２億２

千８百万円減の３７億９千８百万円となりました。固定資産は旧物流センターの売却による土地建物の

減少を主因に同２億２千万円減の２７億８千３百万円となりました。

　

＜負債＞

流動負債は買掛金及び未払法人税等の減少を主因に前期末比３億９千９百万円減の３５億９千７百万

円となりました。固定負債は長期借入金の増加により、同１億５百万円増の１０億３千万円となりまし

た。

　

＜純資産＞

当第３四半期累計期間純損失の計上並びに配当金支出による利益剰余金の減少を主因に前期末に比し

１億５千７百万円減少し、１９億６千２百万円となりました。
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(3) キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間のキャッシュ・フローの状況につきましては、資金が１億７千９百万円増

加し、当四半期末には８億７千６百万円となりました。

　キャッシュ・フローの区分別の概要は次のとおりです。

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞

たな卸資産の増加や仕入債務の減少はありましたものの、売掛債権が減少し、資金が８千万円増加しま

した。

　

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞

有形固定資産の取得はありましたが、旧物流センター土地売却による収入がありましたので、資金が２

億９千９百万円増加しました。

　

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞

借入金の返済および自己株式の取得により、資金が１億９千９百万円減少しました。

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変

更及び新たに生じた課題はありません。

(5) 研究開発活動

当第３四半期連結会計期間の研究開発費の総額は２千７百万円であります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

　

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

　
当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した設備の除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 45,000,000

計 45,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年２月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 10,000,00010,000,000
大阪証券取引所
（市場第二部）

単元株式数は1,000株でありま
す。

計 10,000,00010,000,000― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成20年12月31日 ― 10,000― 960,000― 491,045

　

(5) 【大株主の状況】

当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。

　

EDINET提出書類

株式会社ロブテックス(E01403)

四半期報告書

 8/24



(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成20年９月30日現在で記載しております。

① 【発行済株式】

平成20年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 518,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 9,403,0009,403 ―

単元未満株式 普通株式 79,000 ― ―

発行済株式総数 10,000,000― ―

総株主の議決権 ― 9,403 ―

(注)　「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式が7株含まれております。

　

　

② 【自己株式等】

平成20年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社ロブテックス

大阪府東大阪市四条町
12番８号

518,000― 518,000 5.18

計 ― 518,000― 518,000 5.18

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

最高(円) 200 244 250 357 298 240 255 235 235

最低(円) 161 195 218 253 235 195 188 191 200

(注)　株価は、大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。
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３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりでありま

す。

(1) 新任役員

　　　該当事項はありません。

　

(2) 退任役員

　　  取締役上席執行役員品質保証本部長 岡野友昭は平成20年10月２日、死亡のため退任しました。

　

(3) 役職の異動

　

役員の氏名 新役名及び職名 旧役名及び職名 異動年月日

行俊　直彦

常務取締役上席執行役員
事業統括本部長

兼マーケティング室長

常務取締役上席執行役員
事業統括本部長

平成20年10月１日

常務取締役上席執行役員
事業統括本部長

兼マーケティング室長
兼品質保証本部長

常務取締役上席執行役員
事業統括本部長

兼マーケティング室長
平成20年10月８日

田邉　浩樹
取締役上席執行役員
国内営業本部長

兼マーケティング室副室長

取締役上席執行役員
国内営業本部長

平成20年10月１日

地引　俊爲
取締役上席執行役員
海外営業本部長

兼マーケティング室副室長

取締役上席執行役員
海外営業本部長

平成20年10月１日

　

（取締役に対する利益連動給与）

当社は取締役に対して次の算定方法に基づき、法人税法第34条第１項第３号に定める利益連動給与に

該当する役員給与を支給することとしております。

　

　　　　取締役社長の場合

　　　　　算定方法　　　連結当期純利益×4.72％

　　　　　支給限度額　　20百万円

　

　　　　常務取締役の場合

　　　　　算定方法　　　連結当期純利益×2.90％

　　　　　支給限度額　　20百万円

　

　　　　取締役の場合

　　　　　　　算定方法　　　連結当期純利益×0.38％

　　　　　支給限度額　　２百万円
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「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」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、当第３四半期連結会計期間(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び当第３四半期連結

累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日まで)については、「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)附則第７条第１項第

５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期連結会計期間(平成20年10月１

日から平成20年12月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 976,857 719,798

受取手形及び売掛金 736,521 1,365,363

商品及び製品 1,158,351 1,032,964

仕掛品 297,497 295,414

原材料及び貯蔵品 383,582 324,511

その他 248,123 288,967

貸倒引当金 △2,439 △80

流動資産合計 3,798,494 4,026,938

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,201,961 1,277,657

土地 741,388 870,040

その他（純額） 578,340 617,093

有形固定資産合計 ※１
 2,521,690

※１
 2,764,791

無形固定資産 35,161 15,420

投資その他の資産 ※２
 226,823

※２
 223,818

固定資産合計 2,783,675 3,004,030

繰延資産 8,018 10,655

資産合計 6,590,189 7,041,624

負債の部

流動負債

買掛金 190,106 308,910

短期借入金 3,195,396 3,229,111

未払法人税等 13,578 60,884

その他 197,954 397,461

流動負債合計 3,597,035 3,996,367

固定負債

社債 800,000 800,000

長期借入金 174,572 69,790

退職給付引当金 19,153 16,039

役員退職慰労引当金 29,185 31,265

その他 7,332 7,782

固定負債合計 1,030,243 924,876

負債合計 4,627,278 4,921,243
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 960,000 960,000

資本剰余金 491,045 491,045

利益剰余金 613,649 759,803

自己株式 △147,227 △126,918

株主資本合計 1,917,468 2,083,930

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 9,414 8,823

評価・換算差額等合計 9,414 8,823

少数株主持分 36,027 27,626

純資産合計 1,962,910 2,120,380

負債純資産合計 6,590,189 7,041,624
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(2)【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）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

売上高 4,272,896

売上原価 2,953,470

売上総利益 1,319,425

販売費及び一般管理費

給料及び手当 429,458

その他 962,220

販売費及び一般管理費合計 1,391,679

営業損失（△） △72,253

営業外収益

受取利息 1,191

受取配当金 1,863

仕入割引 12,024

その他 22,572

営業外収益合計 37,651

営業外費用

支払利息 42,940

売上割引 42,817

その他 10,734

営業外費用合計 96,492

経常損失（△） △131,094

特別利益

固定資産売却益 147,621

特別利益合計 147,621

特別損失

投資有価証券評価損 3,619

創業120周年記念関連費用 50,116

固定資産除却損 80

特別損失合計 53,816

税金等調整前四半期純損失（△） △37,289

法人税等 5,148

少数株主利益 8,592

四半期純損失（△） △51,030
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日
　至 平成20年12月31日)

売上高 1,206,031

売上原価 821,866

売上総利益 384,164

販売費及び一般管理費

給料及び手当 131,993

その他 304,593

販売費及び一般管理費合計 436,587

営業損失（△） △52,422

営業外収益

受取利息 343

受取配当金 731

仕入割引 3,666

その他 4,251

営業外収益合計 8,993

営業外費用

支払利息 14,727

売上割引 14,462

その他 3,384

営業外費用合計 32,574

経常損失（△） △76,003

特別利益

固定資産売却益 147,621

特別利益合計 147,621

特別損失

投資有価証券評価損 3,619

創業120周年記念関連費用 50,116

特別損失合計 53,736

税金等調整前四半期純利益 17,881

法人税等 10,019

少数株主利益 3,823

四半期純利益 4,038
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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）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31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損失（△） △37,289

減価償却費 126,744

貸倒引当金の増減額（△は減少） 20,878

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,114

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,080

受取利息及び受取配当金 △3,054

支払利息 42,940

有形固定資産売却損益（△は益） △147,541

投資有価証券評価損益（△は益） 3,619

売上債権の増減額（△は増加） 611,374

たな卸資産の増減額（△は増加） △186,541

その他の資産の増減額（△は増加） 79,717

仕入債務の増減額（△は減少） △118,804

その他の負債の増減額（△は減少） △164,219

その他 △33,799

小計 195,060

利息及び配当金の受取額 2,948

利息の支払額 △48,165

法人税等の支払額 △98,583

営業活動によるキャッシュ・フロー 51,260

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △117,848

有形固定資産の売却による収入 386,270

無形固定資産の取得による支出 △1,326

投資有価証券の取得による支出 △2,556

その他 △14,373

投資活動によるキャッシュ・フロー 250,164

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 8,334

長期借入れによる収入 300,000

長期借入金の返済による支出 △237,267

自己株式の取得による支出 △20,596

自己株式の売却による収入 249

配当金の支払額 △95,085

財務活動によるキャッシュ・フロー △44,364

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 257,059

現金及び現金同等物の期首残高 619,798

現金及び現金同等物の四半期末残高 876,857
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31日)

１　連結の範囲の変更

第１四半期連結会計期間から、新たに設立した㈱ロブテックスアンカーワークス及び㈱ロブメディカル

を連結の範囲に含めております。

 

２　会計処理の原則及び手続の変更

 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号）

を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価

切下げの方法）に変更しております。

　これに伴う当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響

は、軽微であります。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

 

　

【簡便な会計処理】

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31日)

１　棚卸資産の評価方法

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ簿価切下げを行う方法

によっております。　

 

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31日)

１　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。

　なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。　
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額　2,269,442千円

 
 ※２　投資その他の資産の貸倒引当金　 △33,478千円
 
　 ３　手形割引高
　　　　受取手形割引高　　　 　　　　　429,821千円　　　　
      　輸出手形割引高                  90,760千円
 

※１　有形固定資産の減価償却累計額　2,238,902千円

 
 ※２　投資その他の資産の貸倒引当金   △14,957千円
 
 　３　手形割引高
　　　　受取手形割引高　　　　   　　　441,309千円
　　　　輸出手形割引高  　　　   　　　 99,631千円
 

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31日)

　　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 976,857千円

預金期間が３か月を超える預金 △100,000千円

現金及び現金同等物 876,857千円
 
　

(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　

至　平成20年12月31日)

　

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(千株) 10,000

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(千株) 578

　

　３　新株予約権等に関する事項

　　　該当事項はありません。

　

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
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19日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 95,085 10平成20年３月31日 平成20年６月20日

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの
　　　

　　　　該当事項はありません。
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(リース取引関係)

　

所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っ

ておりますが、当四半期連結会計期間末におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい

変動が認められないため、記載しておりません。

　

(有価証券関係)

　

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がありません。

　

(デリバティブ取引関係)

　

当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

　

(ストック・オプション等関係)

　

該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

　
金属製品事業
(千円)

レジャー事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

1,135,07070,9601,206,031 ― 1,206,031

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,135,07070,9601,206,031 ― 1,206,031

営業利益又は営業損失(△) △91,733 39,310△52,422 ― △52,422

(注) １　事業区分は当社の事業の内容に照らし、金属製品事業とレジャー事業に分類しております。

２　各区分の主な製品

　　　金属製品事業……ハンドツール(レンチ・プライヤ・圧着工具等)、ファスニングツール(リベッター・ナ

　　　　　　　　　ッター等)、工業用ファスナー(リベット・ナット等)、切削工具(ダイヤモンドホイー

　　　　　　　　　ル・ドリル等)などの製造販売

　　　レジャー事業……ゴルフ練習場

３　「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号）を当

第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下

げの方法）に変更しております。これに伴う営業損失(△)に与える影響は、軽微であります。　

 

当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

　
金属製品事業
(千円)

レジャー事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

4,063,985208,9114,272,896 ― 4,272,896

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 4,063,985208,9114,272,896 ― 4,272,896

営業利益又は営業損失(△) △185,146112,892△72,253 ― △72,253

(注) １　事業区分は当社の事業の内容に照らし、金属製品事業とレジャー事業に分類しております。

２　各区分の主な製品

金属製品事業……ハンドツール(レンチ・プライヤ・圧着工具等)、ファスニングツール(リベッター・ナッ

ター等)、工業用ファスナー(リベット・ナット等)、切削工具(ダイヤモンドホイール・ド

リル等)などの製造販売

レジャー事業……ゴルフ練習場

３　「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号）を第

１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げ

の方法）に変更しております。

　これに伴う当第３四半期連結累計期間の営業損失(△)に与える影響は、軽微であります。
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【所在地別セグメント情報】

　当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期

間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

　
　　　本邦以外の国または地域に所在する支店及び連結子会社はありません。

　

【海外売上高】

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

　

東アジア 北 中 米 欧　州 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(千円) 103,438 9,053 5,393 13,525 131,410

Ⅱ　連結売上高(千円) ― ― ― ― 1,206,031

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

8.6 0.8 0.4 1.1 10.9

(注) １　 国又は地域の区分は、地理の近接度によっています。

２　 各区分に属する主な国又は地域

　(1) 東アジア……韓国、台湾

　(2) 北中米………アメリカ

　(3) 欧州…………ドイツ

　(4) その他………オーストラリア

３　海外売上高は、当社の本邦以外の国又は地域における売上高です。

　

当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

　

東アジア 北 中 米 欧　州 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(千円) 419,751 75,923 36,473 61,268 593,417

Ⅱ　連結売上高(千円) ― ― ― ― 4,272,896

Ⅲ　連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

9.8 1.8 0.9 1.4 13.9

(注) １　 国又は地域の区分は、地理の近接度によっています。

２　 各区分に属する主な国又は地域

(1) 東アジア……韓国、台湾

(2) 北中米………アメリカ

(3) 欧州…………ドイツ

(4) その他………オーストラリア

３　海外売上高は、当社の本邦以外の国又は地域における売上高です。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

204.52 円 220.09 円

　

２　１株当たり四半期純利益又は四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

第３四半期連結累計期間

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31日)

１株当たり四半期純損失 5.38 円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益  ― 円

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

２ １株当たり四半期純損失の算定上の基礎　

項目
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失(△)(千円) △51,030

普通株式に係る四半期純損失(△)(千円) △51,030

普通株主に帰属しない金額(千円) ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 9,477

　

第３四半期連結会計期間

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日 
  至　平成20年12月31日)

１株当たり四半期純利益 0.43 円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ― 円

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２ １株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日 
  至　平成20年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 4,038

普通株式に係る四半期純利益(千円) 4,038

普通株主に帰属しない金額(千円) ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 9,442

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年２月５日

株式会社ロブテックス

取締役会　御中

　

監査法人トーマツ

　

指定社員
業務執行社員 公認会計士　　大　西　寛　文　　　　印

　

指定社員
業務執行社員 公認会計士　　木　村　文　彦　　　　印

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社ロブテックスの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間

(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20

年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四

半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにあ

る。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ロブテックス及び連結子会社の平成

20年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間

の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせ

る事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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