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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127期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第128期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第127期

会計期間

自　平成21年
　　４月１日
至　平成21年
　　６月30日

自　平成22年
　　４月１日
至　平成22年
　　６月30日

自　平成21年
　　４月１日
至　平成22年
　　３月31日

売上高 (千円) 1,026,6331,189,4094,532,718

経常利益 (千円) 52,007 52,464 157,441

四半期(当期)純利益 (千円) 11,979 14,272 90,709

純資産額 (千円) 1,704,4781,796,8821,785,465

総資産額 (千円) 7,047,6736,981,1296,863,720

１株当たり純資産額 (円) 176.42 184.56 184.44

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 1.27 1.52 9.63

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 (％) 23.6 24.9 25.3

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 119,914 171,962 558,548

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △6,103 △90,629 △4,256

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △39,620 26,964△487,901

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 1,081,9071,182,4051,074,107

従業員数 (名) 179 168 172

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　第127期第１四半期及び第128期第１四半期の潜在株式調整後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。

３　第127期の潜在株式調整後１株当たり当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。
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２ 【事業の内容】

当第１四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１四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22年６月30日現在

従業員数(名) 168（54）

(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１四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22年６月30日現在

従業員数(名) 82
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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１四半期連結会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。
　

セグメントの名称 生産高(千円) 前年同四半期比(％)

金属製品関連 819,556 ―

(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　レジャーその他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１四半期連結会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。
　

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 1,118,273 ―

レジャーその他事業 71,136 ―

合計 1,189,409 ―

(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

前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

㈱山善 180,045 17.5 171,760 14.4

トラスコ中山㈱ 107,700 10.5 122,393 10.3

２　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１四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、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について重要な変更はありません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社ロブテックス(E01403)

四半期報告書

 4/23



　

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１四半期連結会計期間のわが国経済は新興国の成長による輸出の増加や政府の経済対策効果など

を背景に景気持ち直しの兆しがみられるものの、雇用情勢は厳しく、円高が進行するなど、依然として先

行きは不透明な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２０１０年度の経営スローガンとして「グループ全員一丸とな

り、変化を恐れず、新たな価値を創造します」を掲げ、日々変わりゆく市場ニーズ・ウォンツに即応し、新

たな価値を提供し続ける体制を築くことに取り組んでまいりました。その結果、売上高は前年同期比１

５.９％増の１１億８千９百万円（前年同期１０億２千６百万円）となり、利益面では、営業利益で同１

８．６％増の７千９百万円（同６千６百万円）、経常利益で同０．９％増の５千２百万円（同５千２百

万円）、四半期純利益で同１９．１％増の１千４百万円（同１千１百万円）となりました。

　
セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

＜金属製品事業＞

国内売上におきまして、切削工具部門では価格競争の激化により、前年同期に比し減少しましたが、ハ

ンドツール部門では万力類が回復し、ファスニング部門では工業用ファスナーが伸張いたしました。海外

売上におきまして、ハンドツール部門では、韓国向けにモンキレンチ・圧着工具が堅調に推移し、ファス

ニング部門では北米においてエアーリベッターが回復基調となりました。その結果、金属製品事業の合計

売上高は１１億１千８百万円となりました。利益面では、前年度に実施した賃金の一定率カット等の人件

費削減を部分的に正常化したことによる費用の増加はありましたが、増収効果とその他の経費削減によ

り、営業利益は４千４百万円となりました。

　

＜レジャーその他事業＞

高気温などの天候影響により、ゴルフ練習場への入場者数が減少し、売上高は７千１百万円となり、営

業利益は３千５百万円となりました。

　

(2) 財政状態の分析

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１億１千７百万円増の６９億

８千１百万円となりました。

　

＜資産＞

流動資産は受取手形及び売掛金が減少しましたが、現金及び預金が増加し、前連結会計年度末比９千２

百万円増の３６億７千１百万円となりました。固定資産は有形固定資産の減価償却による減少はありま

したが、投資有価証券の取得により同２千６百万円増の３３億７百万円となりました。

　

＜負債＞

流動負債は買掛金の増加を主因に、前連結会計年度末比４千６百万円増の３２億５千５百万円となり

ました。固定負債はリース債務の減少はありましたが長期借入金の増加により、同５千９百万円増の１９

億２千９百万円となりました。

　

＜純資産＞

当第１四半期純利益の計上による利益剰余金並びに少数株主持分の増加を主因に前連結会計年度末に

比し１千１百万円増加し、１７億９千６百万円となりました。
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(3) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比

べ、１億８百万円増加（前年同期７千４百万円の増加）し、１１億８千２百万円となりました。

　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＞

売上債権の減少や仕入債務の増加、減価償却費の計上や税金等調整前四半期純利益の計上により、資金

が１億７千１百万円増加（前年同期１億１千９万円の増加）しました。

　

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞

投資有価証券の取得を主因に、資金が９千万円減少（前年同期６百万円の減少）しました。

　
＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞

リース債務の返済や配当金による支出はありましたが、金融機関からの借り入れにより、資金が２千６

百万円増加（前年同期３千９百万円の減少）しました。

　
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四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１四半期連結会計期間の研究開発費の総額は２千４百万円であります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

　

当第１四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１四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１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年８月10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) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【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22年６月30日 ― 10,000― 960,000― 491,045

　

(6) 【大株主の状況】

当第１四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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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成22年６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 585,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 9,344,0009,344 ―

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 ― 9,344 ―

(注)　「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式が319株含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成22年６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

585,000― 585,000 5.85

計 ― 585,000― 585,000 5.85

　

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22年
４月 ５月 ６月

最高(円) 120 125 115

最低(円) 112 104 111

(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、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。

　

（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　　　連結当期純利益の3.750％

支給限度額　　7百万円

　

専務取締役の場合

算定方法　　　連結当期純利益の2.989％
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支給限度額　　5百万円

　

取締役の場合

算定方法　　　連結当期純利益の0.380％

支給限度額　　1百万円
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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、前第１四半期連結会計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び前第１四半期連結

累計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30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１四半期連結会計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)及び当第１四半期連結累計期間

(平成22年４月１日から平成22年６月30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１四半期連結会計期間(平成21年４月１

日から平成21年６月30日まで)及び前第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日

まで)及び当第１四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)に係る四半期連結財

務諸表について、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。
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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１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,182,405 1,074,107

受取手形及び売掛金 820,233 849,264

商品及び製品 992,699 1,012,758

仕掛品 304,516 276,688

原材料及び貯蔵品 269,689 278,679

その他 103,715 89,623

貸倒引当金 △2,024 △2,149

流動資産合計 3,671,235 3,578,972

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,090,493 1,106,370

土地 741,388 741,388

その他（純額） 975,169 1,001,766

有形固定資産合計 ※１
 2,807,051

※１
 2,849,525

無形固定資産 73,617 78,950

投資その他の資産 ※２
 426,480

※２
 352,648

固定資産合計 3,307,150 3,281,124

繰延資産 2,744 3,623

資産合計 6,981,129 6,863,720

負債の部

流動負債

買掛金 215,136 169,406

短期借入金 2,336,392 2,348,560

1年内償還予定の社債 300,000 300,000

未払法人税等 21,500 28,214

その他 382,014 362,043

流動負債合計 3,255,043 3,208,224

固定負債

社債 500,000 500,000

長期借入金 929,035 848,738

退職給付引当金 27,449 31,388

役員退職慰労引当金 3,120 3,120

その他 469,598 486,782

固定負債合計 1,929,203 1,870,029

負債合計 5,184,247 5,078,254
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22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 426,069 421,212

自己株式 △148,174 △148,106

株主資本合計 1,728,941 1,724,151

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 8,661 12,438

評価・換算差額等合計 8,661 12,438

少数株主持分 59,280 48,875

純資産合計 1,796,882 1,785,465

負債純資産合計 6,981,129 6,863,720
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(2)【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21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第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)

売上高 1,026,633 1,189,409

売上原価 654,248 773,867

売上総利益 372,385 415,541

販売費及び一般管理費

給料及び手当 104,840 116,079

その他 200,775 220,296

販売費及び一般管理費合計 305,616 336,375

営業利益 66,769 79,166

営業外収益

受取利息 259 75

受取配当金 1,019 780

仕入割引 1,615 －

その他 11,766 4,816

営業外収益合計 14,661 5,672

営業外費用

支払利息 17,065 20,325

売上割引 8,800 10,303

その他 3,557 1,744

営業外費用合計 29,422 32,374

経常利益 52,007 52,464

特別利益 25 128

特別損失

固定資産除却損 － 33

子会社株式売却損 － 711

その他 7,303 50

特別損失合計 7,303 795

税金等調整前四半期純利益 44,729 51,797

法人税等 30,831 ※１
 35,597

少数株主損益調整前四半期純利益 － 16,200

少数株主利益 1,917 1,927

四半期純利益 11,979 14,272
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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１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第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)

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 44,729 51,797

減価償却費 77,125 66,471

貸倒引当金の増減額（△は減少） △170 △13,570

退職給付引当金の増減額（△は減少） △12,848 △3,939

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △26,065 －

受取利息及び受取配当金 △1,279 △855

支払利息 17,065 20,325

有形固定資産除却損 － 33

投資有価証券売却損益（△は益） △25 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 50

子会社株式売却損益（△は益） － 711

売上債権の増減額（△は増加） △27,965 42,476

たな卸資産の増減額（△は増加） 97,041 1,220

その他の資産の増減額（△は増加） 10,370 △13,007

仕入債務の増減額（△は減少） △35,433 45,729

その他の負債の増減額（△は減少） 16,563 17,357

小計 159,109 214,802

利息及び配当金の受取額 1,178 859

利息の支払額 △14,151 △20,739

法人税等の支払額 △26,222 △22,959

営業活動によるキャッシュ・フロー 119,914 171,962

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 △4,566 △3,534

投資有価証券の取得による支出 △1,237 △94,884

投資有価証券の売却による収入 75 －

子会社株式の売却による収入 － 7,888

その他 △374 △99

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,103 △90,629

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） △43,336 △10,000

長期借入れによる収入 100,000 194,000

長期借入金の返済による支出 △60,942 △115,871

リース債務の返済による支出 △35,181 △31,682

自己株式の取得による支出 △161 △67

配当金の支払額 － △9,415

財務活動によるキャッシュ・フロー △39,620 26,964

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 74,190 108,297

現金及び現金同等物の期首残高 1,007,716 1,074,107

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,081,907 1,182,405
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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１四半期連結会計期間

(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

１.会計処理基準に関す

る事項の変更

（1）「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

　当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準

第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しております。

　これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響はありませ

ん。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額はありません。

　
【簡便な会計処理】

　

当第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)

　　棚卸資産の評価方法

当第１四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。

　
【表示方法の変更】

　
当第１四半期連結会計期間

(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

（四半期連結損益計算書関係）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づき財務諸表等規則等の一

部を改正する内閣府令（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用に伴い、当第１四半期連結累計期間では、

「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額　2,660,039千円※１　有形固定資産の減価償却累計額　2,595,150千円

※２　投資その他の資産の貸倒引当金　　　△483千円 ※２　投資その他の資産の貸倒引当金　 △13,928千円

　３　手形割引高　　　

      受取手形割引高　　　　　　　　　182,494千円
      輸出手形割引高　 　　　　　　 　102,435千円

　３　手形割引高

　    受取手形割引高　　　　    　　　144,106千円
      輸出手形割引高　   　　　　　　 104,786千円

　

(四半期連結損益計算書関係)

第１四半期連結累計期間

　

前第１四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年６月30日)

当第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 法人税等の表示方法

「法人税、住民税及び事業税」及び「法人税等調

整額」を「法人税等」として一括掲記しておりま

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１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第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)

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６月30日現在)

現金及び預金勘定 1,181,907千円

預入期間が３か月を越える預金 △100,000千円

現金及び現金同等物 1,081,907千円
 

現金及び現金同等物の期末残高と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22年６月30日現在)

 

現金及び預金勘定 1,182,405千円

現金及び現金同等物 1,182,405千円
 

　
(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成22年６月30日)及び当第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　発行済株式の種類及び総数

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(千株) 10,000

　
２　自己株式の種類及び株式数

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(千株) 585

　

　３　新株予約権等の四半期連結会計期間末残高

　　　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
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月24日
定時株主総会

普通株式 9,415 1 平成22年３月31日 平成22年６月25日 利益剰余金

　　　　
　
　(2) 基準日が当第１四半期連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

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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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30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

950,74475,8891,026,633 ― 1,026,633

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 950,74475,8891,026,633 ― 1,026,633

営業利益 20,877 45,891 66,769 ― 66,769

(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

　

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30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１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30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) 86,926 7,656 6,523 14,147 115,253

Ⅱ　連結売上高(千円) 　 　 　 　 1,026,633

Ⅲ　連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

8.5 0.7 0.6 1.4 11.2

(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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【セグメント情報】

（追加情報）

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号

　平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第20号　平成20年３月21日）を適用しております。

　

１.報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ

ります。

「金属製品事業」は、作業工具・ファスニングツール・工業用ファスナー・電設工具・切削工具等

の製造販売をしております。「レジャーその他事業」は、主としてゴルフ練習場の運営をしておりま

す。

　

２.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
　

当第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）
　 　 (単位：千円)

　

報告セグメント
その他
(注)１

合計
四半期連結損
益計算書計上
額(注)２金属製品事業

レジャーその他
事業

計

売上高 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 1,118,27371,1361,189,409― 1,189,4091,189,409

  セグメント間の
  内部売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 1,118,27371,1361,189,409― 1,189,4091,189,409

セグメント利益 44,034 35,132 79,166― 79,166 79,166

(注) １  当社には、報告セグメントに含まれない事業セグメントはありません。

２  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

　
(金融商品関係)

金融商品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。

　

(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。
　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。
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(資産除去債務関係)

該当事項はありません。
　

(賃貸等不動産関係)

該当事項はありません。

　
(１株当たり情報)

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 184円56銭１株当たり純資産額 184円44銭

(注) １株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 1,796,882 1,785,465

普通株式に係る純資産額(千円) 1,737,602 1,736,590

差額の内訳(千円)
　少数株主持分

59,280 48,875

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) 585 584

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)

9,414 9,415

　
２．１株当たり四半期純利益金額等
第１四半期連結累計期間

前第１四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年６月30日)

当第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株当たり四半期純利益金額 1円27銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ―
　

１株当たり四半期純利益金額 1円52銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ―
　

(注) １  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。

２  １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

項目
前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第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)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 11,979 14,272

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益(千円) 11,979 14,272

普通株式の期中平均株式数(千株) 9,418 9,414

　

(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８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１四半期連結会計期間

(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21

年６月30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６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ

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８月６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    木　村　文　彦    印

　

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

　
公認会計士    森　村　圭　志    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22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間

(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22

年６月30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

22年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ

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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