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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127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127期
第３四半期
連結会計期間

第126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21年
    ４月１日
至  平成21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21年
    10月１日
至  平成21年
    12月31日

自  平成20年
    ４月１日
至  平成21年
    ３月31日

売上高 (千円) 4,272,8963,288,7551,206,0311,097,7965,291,786

経常利益又は経常損失(△) (千円) △131,09482,020△76,003△10,543△344,704

四半期純利益又は
四半期(当期)純損失(△)

(千円) △51,030 34,443 4,038△10,097△334,177

純資産額 (千円) ― ― 1,962,9101,722,6661,682,335

総資産額 (千円) ― ― 6,590,1896,886,2737,125,153

１株当たり純資産額 (円) ― ― 204.52 177.91 174.26

１株当たり四半期純利益又は
四半期(当期)純損失(△)

(円) △5.38 3.66 0.43 △1.07 △35.31

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) ― ― 29.2 24.3 23.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 51,260502,459 ― ― 159,956

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 250,164△13,932 ― ― 239,133

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △44,364△380,610 ― ― △11,170

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 876,8571,115,6331,007,716

従業員数 (名) ― ― 180 174 178

(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及び第127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、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及び第127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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４　第126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) 連結会社の状況

　 平成21年12月31日現在

従業員数(名) 174（58）

(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21年12月31日現在

従業員数(名) 84
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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) 前年同四半期比(％)

金属製品事業 733,919 72.6

(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) 前年同四半期比(％)

金属製品事業 1,027,607 90.5

レジャー事業 70,188 98.9

合計 1,097,796 91.0

(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

前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

㈱山善 156,887 13.0 132,917 12.1

トラスコ中山㈱ 162,638 13.5 101,299 9.2

３  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結会計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生はありません。

なお、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」からの重要な変更は以下のとおりで

す。なお、文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したもので

あります。

当社グループは、平成２１年９月２８日付で取引金融機関とのシンジケーション方式によるコミットメ

ントライン契約を解約しました。これにより、「借入金の返済条項の不履行や履行の困難性」（借入金の期

限の利益喪失リスク）は解消されました。
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３ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(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アジア向けを中心とした輸出・生産の回復や経済対策効果

により一部に景気の持ち直しが見られましたものの、雇用不安による個人消費の低迷や設備投資の抑制

など依然として厳しい状況で推移しました。

このような状況の下、当社グループは２００９年度の経営スローガンとして「グループ全員一丸とな

り、飛躍に向けての足場を固め、新しいロブテックスを創る」を掲げ、グループ全員が同じ思いを持ち、何

を成すべきかを考え、企業体質の更なる改善による基礎固めを行い、創業１２０年の歴史を超え、「新生

ロブテックス」へと変革する初年度として活動してまいりました。営業部門におきましては、マーケティ

ング機能を充実させ、商品戦略の方向性を明確にいたしますと共に、特約店制度におけるポイント制の実

施やエンドユーザーへの営業活動の深耕による売上確保並びに営業サポート部門の設置による営業活動

の効率化を図ってまいりました。生産・開発部門におきましては、多能工化・標準化・単純化によるスリ

ムな生産体制での利益確保や高付加価値商品への取り組みによる生産技術力の強化を目指しますと共

に、提案型商品及び次世代商品の開発を強化し、売上の伸長を図ってまいりました。その結果、売上高は前

年同期比９.０％減の１０億９千７百万円（前年同期１２億６百万円）となり、利益面では、１千７百万

円の営業利益（前年同期は５千２百万円の営業損失）、１千万円の経常損失（同７千６百万円の経常損

失）、１千万円の四半期純損失（同４百万円の純利益）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＞

売上につきましては、国内・海外共に拡販に注力いたしましたが、景気後退の影響を受け、前年同期に

比し各品種において減少し、売上高は前年同期比９.５％減の１０億２千７百万円（前年同期１１億３千

５百万円）となりました。利益面では、徹底した経費削減を行いましたが、売上高の減少に加え、退職給付

信託資産の時価下落による退職給付費用の増加があり、１千９百万円の営業損失（同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）＞

入場者数は増加しましたが、お客様一人当たりの売上高が減少し、売上高は前年同期比１.１％減の７

千万円（前年同期７千万円）となり、営業利益は同５.７％減の３千７百万円（同３千９百万円）となり

ました。

　

(2) 財政状態の分析

当第３四半期会計期間末における総資産は前期末に比べ２億３千８百万円減の６８億８千６百万円と

なりました。

　

＜資産＞

流動資産はたな卸資産が減少し、前期末比１億６千１百万円減の３４億７千４百万円となりました。固

定資産では定期預金の増加はありましたが、有形固定資産の減価償却による減少があり、同７千４百万円

減の３４億７百万円となりました。
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＜負債＞

流動負債では１年内社債の増加がありましたが、短期借入金の減少により、前期末比４億３千３百万円

減の３１億６千６百万円となりました。固定負債では社債の１年内社債への振替がありましたものの、長

期借入金の増加などにより、同１億５千４百万円増の１９億９千６百万円となりました。なお、前事業年

度の有価証券報告書に記載した財務制限条項が付された取引金融機関とのシンジケーション方式コミッ

トメント契約の状況については、平成２１年９月２８日付で解約いたしました。

　

＜純資産＞

四半期純利益の計上による利益剰余金の増加を主因に前期末に比し４千万円増加し、１７億２千２百

万円となりました。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間におけるキャッシュ・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＞

減価償却費の計上や退職給付引当金の増加及び売上債権の減少により、資金が１億６千２百万円増加

（前年同期８千万円の増加）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等による支出はありましたが、有形固定資産の売却により、資金が１百万円増加

（前年同期２億９千９百万円の増加）しました。

　

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞

借入金並びにリース債務の返済による支出により、資金が１億４千５百万円減少（前年同期１億９千

９百万円の減少）しました。

　

この結果、当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、第２四半期連結会計期間末に

比べ１千８百万円増加（前年同期１億７千９百万円の増加）し、１１億１千５百万円となりました。

　

(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１千９百万円であります。

　

　

EDINET提出書類

株式会社ロブテックス(E01403)

四半期報告書

 6/26



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新設、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21年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年２月12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21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、大株主の異動はありません。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成21年12月31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 583,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 9,346,0009,346 ―

単元未満株式 普通株式 71,000 ― ―

発行済株式総数 10,000,000― ―

総株主の議決権 ― 9,346 ―

(注)  「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式が448株含まれております。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成21年12月31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

583,000― 583,000 5.83

計 ― 583,000― 583,000 5.83

　

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21年
４月 　５月 　６月 　７月 　８月 　９月 　10月 　11月 　12月

最高(円) 138 125 163 144 135 125 122 134 120

最低(円) 118 110 124 113 121 119 106 110 106

(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。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、本四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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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、前第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)及び前第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)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当

第３四半期連結会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間

(平成21年４月１日から平成21年12月31日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成して

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、前第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)及び前第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レビューを受け、当第３四半期連結会計期間

(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平

成21年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表については、有限責任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。

　なお、従来から当社が監査証明を受けている監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年

７月１日をもって有限責任監査法人トーマツとなりました。
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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21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21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※４
 1,115,633 1,107,716

受取手形及び売掛金 ※５
 672,440 673,306

商品及び製品 990,528 1,091,344

仕掛品 295,601 288,902

原材料及び貯蔵品 328,205 375,960

その他 73,548 100,746

貸倒引当金 △1,760 △1,834

流動資産合計 3,474,196 3,636,142

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※４
 1,124,826

※４
 1,181,580

土地 ※４
 741,388

※４
 741,388

その他（純額） 1,075,929 1,181,981

有形固定資産合計 ※１
 2,942,144

※１
 3,104,950

無形固定資産 86,117 105,407

投資その他の資産 ※２
 379,312

※２
 271,512

固定資産合計 3,407,574 3,481,871

繰延資産 4,502 7,139

資産合計 6,886,273 7,125,153

負債の部

流動負債

買掛金 201,275 160,832

短期借入金 2,349,030 3,168,994

1年内償還予定の社債 300,000 －

未払法人税等 13,981 26,274

その他 302,504 244,317

流動負債合計 3,166,791 3,600,418

固定負債

社債 500,000 800,000

長期借入金 922,043 375,140

退職給付引当金 54,166 60,858

役員退職慰労引当金 3,120 29,185

その他 517,485 577,215

固定負債合計 1,996,815 1,842,398

負債合計 5,163,606 5,442,817
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21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 364,945 330,502

自己株式 △147,949 △147,559

株主資本合計 1,668,041 1,633,989

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 7,222 7,434

評価・換算差額等合計 7,222 7,434

少数株主持分 47,402 40,912

純資産合計 1,722,666 1,682,335

負債純資産合計 6,886,273 7,125,153
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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）

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

売上高 4,272,896 3,288,755

売上原価 2,953,470 2,156,323

売上総利益 1,319,425 1,132,431

販売費及び一般管理費

給料及び手当 429,458 339,698

その他 962,220 644,274

販売費及び一般管理費合計 1,391,679 983,972

営業利益又は営業損失（△） △72,253 148,459

営業外収益

受取利息 1,191 755

受取配当金 1,863 1,867

仕入割引 12,024 4,010

その他 22,572 17,635

営業外収益合計 37,651 24,269

営業外費用

支払利息 42,940 56,100

売上割引 42,817 27,565

その他 10,734 7,042

営業外費用合計 96,492 90,707

経常利益又は経常損失（△） △131,094 82,020

特別利益

投資有価証券売却益 － 25

固定資産売却益 147,621 8,705

貸倒引当金戻入額 － 6,951

特別利益合計 147,621 15,681

特別損失

固定資産除却損 80 498

投資有価証券評価損 3,619 －

創業120周年記念関連費用 50,116 －

その他 － 14,046

特別損失合計 53,816 14,544

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△37,289 83,157

法人税等 5,148 41,210

少数株主利益 8,592 7,504

四半期純利益又は四半期純損失（△） △51,030 34,443
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第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)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
　至 平成21年12月31日)

売上高 1,206,031 1,097,796

売上原価 821,866 730,533

売上総利益 384,164 367,263

販売費及び一般管理費

給料及び手当 131,993 116,159

その他 304,593 233,883

販売費及び一般管理費合計 436,587 350,043

営業利益又は営業損失（△） △52,422 17,220

営業外収益

受取利息 343 192

受取配当金 731 698

仕入割引 3,666 706

その他 4,251 2,932

営業外収益合計 8,993 4,530

営業外費用

支払利息 14,727 21,019

売上割引 14,462 9,624

その他 3,384 1,651

営業外費用合計 32,574 32,294

経常損失（△） △76,003 △10,543

特別利益

固定資産売却益 147,621 8,705

貸倒引当金戻入額 － 160

特別利益合計 147,621 8,865

特別損失

固定資産除却損 － 155

投資有価証券評価損 3,619 －

創業120周年記念関連費用 50,116 －

その他 － 1,511

特別損失合計 53,736 1,667

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

17,881 △3,345

法人税等 10,019 3,331

少数株主利益 3,823 3,421

四半期純利益又は四半期純損失（△） 4,038 △10,097
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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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21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利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△37,289 83,157

減価償却費 126,744 230,488

貸倒引当金の増減額（△は減少） 20,878 △18,924

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,114 △6,691

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,080 △26,065

受取利息及び受取配当金 △3,054 △2,622

支払利息 42,940 56,100

有形固定資産売却損益（△は益） △147,541 △8,705

固定資産除却損 － 498

投資有価証券売却損益（△は益） 3,619 △25

売上債権の増減額（△は増加） 611,374 18,581

たな卸資産の増減額（△は増加） △186,541 141,873

その他の資産の増減額（△は増加） 79,717 44,114

仕入債務の増減額（△は減少） △118,804 40,443

その他の負債の増減額（△は減少） △164,219 34,067

その他 △33,799 24,026

小計 195,060 610,316

利息及び配当金の受取額 2,948 2,764

利息の支払額 △48,165 △60,116

法人税等の支払額 △98,583 △50,504

営業活動によるキャッシュ・フロー 51,260 502,459

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 － △100,000

定期預金の払戻による収入 － 100,000

有形固定資産の取得による支出 △117,848 △15,293

有形固定資産の売却による収入 386,270 11,225

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 △2,731

投資有価証券の売却による収入 － 75

その他 △14,373 △7,207

投資活動によるキャッシュ・フロー 250,164 △13,932

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 △893,336

長期借入れによる収入 300,000 800,000

長期借入金の返済による支出 △237,267 △179,725

リース債務の返済による支出 － △107,159

自己株式の取得による支出 △20,596 △390

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 △380,610

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 257,059 107,916

現金及び現金同等物の期首残高 619,798 1,007,716

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 876,857

※
 1,115,633
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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21年４月１日  至  平成21年12月31日)

該当事項はありません。
　
【簡便な会計処理】
　

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日)

　　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。

　
【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21年12月31日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 2,548,875千円
　

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 2,391,437千円
　

※２ 投資その他の資産の貸倒引当金 △17,268千円
　

※２ 投資その他の資産の貸倒引当金 △36,118千円
　

　３　手形割引高　　　

受取手形割引高 144,146千円

輸出手形割引高 88,486千円

　３　手形割引高

受取手形割引高 238,198千円

輸出手形割引高 42,366千円

※４　担保資産
担保に供されている資産について、事業の運営において
重要なものであり、かつ、前連結会計年度の末日に比べ
て著しい変動が認められるもの

定期預金 45,000千円

建物 946,822千円

土地 635,646千円

計 1,627,469千円

※４　担保資産

 

　

　 　

建物 607,888千円

土地 570,784千円

計 1,178,673千円

※５　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理に　　
ついては、満期日に決済が行われたものとして処理して
おります。

受取手形 7,651千円

　　―――――――――――――――――――――

　　――――――――――――――――――――― 　５　財務制限条項

　 当社は、機動的かつ安定的な資金調達を行うため、
取引金融機関とのシンジケーション方式によるコ
ミットメントライン契約を締結しております。
　この契約には単体ベースにおいて下記のとおりの
財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、
多数貸付人からの要請があれば、期限の利益を喪失
し、借入金の元本並びに利息及び清算金等を支払う
義務を負っております。

　 （イ）貸借対照表における純資産の部の合計金額か
ら新株予約権及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除
した金額を前事業年度末の75％以上とすること。

　 （ロ）損益計算書における経常損益を２期連続で損
失としないこと。

　 （ハ）貸借対照表における有利子負債（短期借入金
・長期借入金・社債・割引手形等）の合計金額から
現金及び預金の合計金額を控除した金額が、損益計
算書における営業損益、受取利息、受取配当金及び減
価償却費の合計金額を15倍した金額を上回らないこ
と。

　 なお、当連結会計年度につきましては上記財務制
限条項に抵触しておりますが、多数貸付人から期限
の利益喪失請求を行わない旨確認しております。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21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

　　　　　　　　　　　　　(平成20年12月31日現在）

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
 

※　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

             　　　　　　(平成21年12月31日現在）

　 　
現金及び預金 1,115,633千円

現金及び現金同等物 1,115,633千円

　

(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成21年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日

 至  平成21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) 583

　

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

　　　　該当事項はありません。

　

(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。

　

５  株主資本の著しい変動に関する事項

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第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３四半期連結会計期間(自  平成21年10月１日  至  平成21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

1,027,60770,1881,097,796 ― 1,097,796

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,027,60770,1881,097,796 ― 1,097,796

営業利益又は営業損失(△) △19,862 37,083 17,220 ― 17,220

(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
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前第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。

　

当第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21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

3,074,076214,6783,288,755 ― 3,288,755

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 3,074,076214,6783,288,755 ― 3,288,755

営業利益 31,027117,432148,459 ― 148,459

(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
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【所在地別セグメント情報】

前第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３四半期連結会計

期間(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日)並びに前第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)及び当第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21

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】

前第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３四半期連結会計期間(自  平成21年10月１日  至  平成21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) 133,408 21,841 3,322 15,359 173,931

Ⅱ  連結売上高(千円) ― ― ― ― 1,097,796

Ⅲ  連結売上高に占める
    海外売上高の割合(％)

12.1 2.0 0.3 1.4 15.8

(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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前第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。

　

当第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21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) 349,243 44,570 11,485 39,497 444,797

Ⅱ  連結売上高(千円) ― ― ― ― 3,288,755

Ⅲ  連結売上高に占める
    海外売上高の割合(％)

10.6 1.4 0.3 1.2 13.5

(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。

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表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。

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。
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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21年12月31日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

　 　

１株当たり純資産額 177.91円
　

　 　

１株当たり純資産額 174.26円
　

(注)  １株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第３四半期
連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 1,722,666 1,682,335

普通株式に係る純資産額(千円) 1,675,264 1,641,423

差額の主な内訳(千円) 　 　

  少数株主持分 47,402 40,912

普通株式の発行済株式数(千株) 10,000 10,000

普通株式の自己株式数(千株) 583 580

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数(千株) 9,416 9,419

　

２  １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四

　半期純利益金額

第３四半期連結累計期間

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日)

１株当たり四半期純損失金額 5.38円１株当たり四半期純利益金額 3.66円

　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額について

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。

　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(注)  １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎

　

項目
前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益又は
四半期純損失（△）(千円)

△51,030 34,443

普通株式に係る四半期純利益又は
四半期純損失（△）(千円)

△51,030 34,443

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 9,417
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第３四半期連結会計期間

前第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)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 0.43円１株当たり四半期純損失金額 1.07円

　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額について

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。

(注)  １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎

　

項目
前第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)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成21年10月１日
至  平成21年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益又は
四半期純損失（△）(千円)

4,038 △10,097

普通株式に係る四半期純利益(千円) 4,038 △10,097

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 9,416

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

(リース取引関係)

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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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

　

平成22年２月５日

株式会社ロブテックス

取締役会　御中

　

有限責任監査法人トーマツ

　

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

　
公認会計士 　大　西　寛　文　     印　　　

　

指定有限責任社員
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21年４月１日から平成22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21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21

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

21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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