
　
【表紙】 　

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成24年11月12日

【四半期会計期間】 第４期第２四半期(自  平成24年７月１日  至  平成24年９月30日)

【会社名】 日本リーテック株式会社

【英訳名】 NIPPON RIETEC CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　原　　洋 二

【本店の所在の場所】 東京都北区西ヶ原一丁目52番10号

【電話番号】 03(3917)8152

【事務連絡者氏名】 経営管理本部　財務部長　佐 藤　正 樹

【最寄りの連絡場所】 東京都北区西ヶ原一丁目52番10号

【電話番号】 03(3917)8152

【事務連絡者氏名】 経営管理本部　財務部長　佐 藤　正 樹

【縦覧に供する場所】 日本リーテック株式会社　中央支店

　 (千葉県松戸市上本郷701)

　 日本リーテック株式会社　東北支店

　 (宮城県仙台市宮城野区岩切分台一丁目８番６号)

　 日本リーテック株式会社　中部支店

　 (愛知県あま市上萱津北ノ川47)

　 日本リーテック株式会社　関西支店

　 (大阪府大阪市北区本庄西二丁目21番４号)

　 株式会社東京証券取引所

　 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

　 (注) 上記の東北支店及び関西支店は、法定の縦覧場所ではないが、投資家の便

宜を考慮し、縦覧に供する場所としている。

　

EDINET提出書類

日本リーテック株式会社(E00185)

四半期報告書

 1/24



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】

　

回次
第３期
第２四半期
連結累計期間

第４期
第２四半期
連結累計期間

第３期

会計期間
自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日

自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日

自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日

売上高 (千円) 18,883,785 20,333,630 50,493,418

経常利益 (千円) 1,510,673 1,894,278 5,171,010

四半期(当期)純利益 (千円) 1,673,010 1,495,576 3,563,476

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 1,612,464 1,424,141 3,627,203

純資産額 (千円) 21,570,159 24,817,597 23,584,623

総資産額 (千円) 48,846,964 53,262,014 54,678,551

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 65.71 58.74 139.96

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 (％) 44.2 46.6 43.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △3,239,085 △3,215,347 △1,868,485

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △389,367 △16,753 △200,535

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 2,735,642 2,914,808 2,115,013

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 2,286,448 2,907,959 3,225,251

　

回次
第３期
第２四半期
連結会計期間

第４期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自  平成23年７月１日
至  平成23年９月30日

自  平成24年７月１日
至  平成24年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 58.77 44.79

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してい

ない。

２．売上高には、消費税等は含まれていない。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）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いな

い。

　

EDINET提出書類

日本リーテック株式会社(E00185)

四半期報告書

 2/24



　

２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更は

ない。また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりである。
　

（兼業事業）

当社は、グループ企業内間接業務の効率化及びコスト削減並びに業務品質向上を行うことを目的と

して、平成24年４月２日付で、ＮＲシェアードサービス㈱を設立している。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはない。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ない。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はない。　

　

３ 【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）業績の状況

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要や個人消費に持ち直しの

動きが見られるなど経済活動が緩やかな回復傾向となったものの、長期化する円高や株価の低迷、欧州

政府債務危機の影響が懸念されるなど、景気の先行きについては依然不透明な状況が続いた。

　建設業界においては、東日本大震災の復興関連に伴う建設投資の増加が見られ、公共設備投資について

は補正予算の効果から堅調に推移しているものの、民間設備投資については企業収益が減少傾向にある

ことから、依然として受注・価格競争は厳しい環境で推移した。

　このような状況のもと、当社グループの当第２四半期の連結業績については、受注高は220億１百万円

（対前年同期比8.2％増）、売上高は203億３千３百万円（対前年同期比7.7％増）となった。

　利益については、経営の効率化を推進し、収益の向上に努めた結果、営業損益は９億３千２百万円の営

業利益（前年同期は４億８千９百万円の営業利益）、経常損益は18億９千４百万円の経常利益（前年同

期は15億１千万円の経常利益）、四半期純損益は14億９千５百万円の四半期純利益（前年同期は16億７

千３百万円の四半期純利益）となった。

 

セグメントの業績は次のとおりである。 

 

( 電気設備工事業 ） 

　電気設備工事業については、受注工事高は220億１百万円（対前年同期比8.2%増）、完成工事高は192億

４千６百万円（対前年同期比7.9％増）、営業利益は18億３千１百万円（前年同期は14億８千８百万円

の営業利益）となった。

［鉄道電気設備部門］ 

　鉄道電気設備工事については、東日本旅客鉄道株式会社の安全・安定輸送に伴う設備更新工事及び独

立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の新幹線工事等により、受注工事高は135億８千７百万円、

完成工事高は142億４千７百万円となった。  

［道路設備部門］ 

  道路設備工事については、首都高速道路株式会社の標識工事、阪神高速道路株式会社の照明設備工事

及び警視庁・各警察本部の交通信号機工事等により、受注工事高は35億６千３百万円、完成工事高は19

億６千２百万円となった。

［屋内外電気設備部門］ 

　屋内外電気設備工事については、官公庁施設の電気設備及び教育施設の電気設備等の工事により、受注
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工事高は19億１千１百万円、完成工事高は17億８千２百万円となった。　

［送電線設備部門］ 

　送電線設備工事については、電力会社各社及び東日本旅客鉄道株式会社の架空・地中送電線路等の工

事並びに移動体基地局等情報通信工事により、受注工事高は29億３千９百万円、完成工事高は12億５千

３百万円となった。　

（ 兼 業 事 業 ） 

　兼業事業については、売上高10億８千７百万円（対前年同期比4.5%増）、営業利益は２千４百万円（前

年同期は１千７百万円の営業損失）となった。

　

（注）当社は、セグメント利益又は損失について、各セグメントの営業利益又は損失としている。

　
（２）財政状態の分析 

　当第２四半期連結会計期間末の総資産については、前連結会計年度末に比べ14億１千６百万円減少し、

532億６千２百万円となった。（受取手形・完成工事未収入金等で21億４千８百万円の減少、未成工事支

出金で12億７千２百万円の増加）

　負債については、前連結会計年度末に比べ26億４千９百万円減少し、284億４千４百万円となった。（支

払手形・工事未払金等で28億５千２百万円の減少、未払法人税等で12億９百万円の減少、短期借入金で

33億７千万円の増加）

　純資産については、前連結会計年度末に比べ12億３千２百万円増加し、248億１千７百万円となった。

（利益剰余金で13億４百万円の増加、その他有価証券評価差額金で７千１百万円の減少）

　
 （３）キャッシュフローの状況 

　当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、財務活動による

資金の流入、営業活動及び投資活動による資金の流出により29億７百万円（前年同期は22億８千６百万

円）となった。 

［営業活動によるキャッシュ・フロー］ 

　当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローの流出額は32億１千５百万円（前年

同期は32億３千９百万円の流出）となった。これは主に、仕入債務の減少及び未成工事支出金の増加によ

るものである。 

［投資活動によるキャッシュ・フロー］ 

　当第２四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローの流出額は１千６百万円（前年同期

は３億８千９百万円の流出）となった。これは主に、有形固定資産の取得によるものである。 

［財務活動によるキャッシュ・フロー］ 

　当第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローの流入額は29億１千４百万円（前年

同期は27億３千５百万円の流入）となった。これは主に、短期借入金の純増加によるものである。 

　
（４）事業上及び財務上の対処すべき課題 

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが事業上及び財務上の対処すべき課題について、重

要な変更はない。　

　
（５）研究開発活動 

　該当事項なし。 
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第３ 【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 50,000,000

計 50,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成24年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年11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 25,617,717 25,617,717
東京証券取引所
市場第二部

単元株式数は1,000株である。

計 25,617,717 25,617,717― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　該当事項なし。

　

(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】

　該当事項なし。

　

(4) 【ライツプランの内容】

　該当事項なし。

　

(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
(株)

発行済株式
総数残高
(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24年７月１日～
平成24年９月30日

― 25,617,717 ― 1,430,962 ― 649,201
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(6) 【大株主の状況】

平成24年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

東日本旅客鉄道株式会社 東京都渋谷区代々木２―２―２ 4,019 15.69

日本リーテック従業員持株会 東京都北区西ヶ原１―52―10 1,850 7.22

日本リーテック取引先持株会 東京都北区西ヶ原１―52―10 1,344 5.25

住友電気工業株式会社 大阪府大阪市中央区北浜４―５―33 1,056 4.12

日本電設工業株式会社 東京都台東区池之端１―２―23 1,045 4.08

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１―１―５ 1,009 3.94

株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内２―７―１ 987 3.86

財団法人鉄道弘済会 東京都千代田区麹町５―１ 965 3.77

トーグ安全工業株式会社 大阪府大阪市浪速区下寺３－16－８ 649 2.53

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１―４―１ 599 2.34

計 ― 13,525 52.80
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成24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 　 159,000
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

25,307,000
25,307 ―

単元未満株式
普通株式

151,717
― 一単元（1,000株）未満の株式

発行済株式総数 25,617,717― ―

総株主の議決権 ― 25,307 ―

(注)１　「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が9,000株(議決権９個)含まれ

ている。

２　「単元未満株式」には、当社所有の自己株式74株が含まれている。

　

　

② 【自己株式等】

　 　 平成24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）
日本リーテック株式会社

東京都北区西ヶ原
一丁目52番10号

159,000 ― 159,000 0.62

計 ― 159,000 ― 159,000 0.62
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２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。

　

　役職の異動

　

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

常務取締役

経営管理本部長

経営管理本部総務部長

常務取締役

経営管理本部長

経営管理本部総務部長

経営管理本部人事部長

沼崎　良平 平成24年７月１日
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第４ 【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)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載し

ている。

　

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、第２四半期連結会計期間(平成24年７月１日

から平成24年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24年９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 あずさ監査法人による四半期レビューを受けている。
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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）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 3,238,254 2,920,963

受取手形・完成工事未収入金等 25,931,389 23,782,719

未成工事支出金 1,413,478 2,686,264

商品及び製品 19,344 28,113

仕掛品 6,157 5,297

材料貯蔵品 245,656 285,497

繰延税金資産 701,794 395,956

その他 242,215 302,788

貸倒引当金 △6,959 △6,410

流動資産合計 31,791,331 30,401,189

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 4,549,577 4,419,702

機械・運搬具（純額） 118,965 118,057

工具器具・備品（純額） 104,744 102,680

土地 6,578,481 6,542,383

リース資産（純額） 691,607 710,303

建設仮勘定 1,973,044 1,973,044

有形固定資産合計 14,016,421 13,866,171

無形固定資産 238,585 204,972

投資その他の資産

投資有価証券 8,084,507 8,238,759

その他 567,479 570,694

貸倒引当金 △19,774 △19,774

投資その他の資産合計 8,632,212 8,789,680

固定資産合計 22,887,219 22,860,824

資産合計 54,678,551 53,262,014
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 10,943,054 8,090,847

短期借入金 6,264,000 9,634,000

未払法人税等 1,321,721 112,552

未成工事受入金 1,042,612 1,146,452

完成工事補償引当金 1,667 464

賞与引当金 1,342,895 757,681

その他 1,753,350 1,096,972

流動負債合計 22,669,301 20,838,971

固定負債

長期借入金 426,000 254,000

退職給付引当金 4,798,732 4,754,743

役員退職慰労引当金 109,503 97,830

負ののれん 2,387,131 1,790,348

その他 703,257 708,521

固定負債合計 8,424,625 7,605,444

負債合計 31,093,927 28,444,416

純資産の部

株主資本

資本金 1,430,962 1,430,962

資本剰余金 3,188,408 3,188,408

利益剰余金 18,646,076 19,950,708

自己株式 △52,016 △52,239

株主資本合計 23,213,430 24,517,839

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 371,193 299,758

その他の包括利益累計額合計 371,193 299,758

純資産合計 23,584,623 24,817,597

負債純資産合計 54,678,551 53,262,014
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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２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

売上高 ※１
 18,883,785

※１
 20,333,630

売上原価 16,802,261 17,905,325

売上総利益 2,081,524 2,428,305

販売費及び一般管理費 ※２
 1,591,985

※２
 1,495,624

営業利益 489,538 932,680

営業外収益

受取利息 1,157 446

受取配当金 58,028 54,704

不動産賃貸料 74,340 74,771

経営指導料 8,050 6,693

負ののれん償却額 596,782 596,782

持分法による投資利益 366,386 278,563

その他 66,161 84,667

営業外収益合計 1,170,908 1,096,629

営業外費用

支払利息 45,963 45,332

不動産賃貸費用 98,407 79,254

その他 5,401 10,444

営業外費用合計 149,772 135,031

経常利益 1,510,673 1,894,278

特別利益

固定資産売却益 5,556 2,612

移転補償金 ※３
 815,582

※３
 －

特別利益合計 821,139 2,612

特別損失

固定資産除売却損 1,156 120

減損損失 174,496 －

投資有価証券評価損 15,238 10,307

ゴルフ会員権売却損 － 3,500

その他 3,600 －

特別損失合計 194,492 13,927

税金等調整前四半期純利益 2,137,320 1,882,962

法人税、住民税及び事業税 353,399 82,661

法人税等調整額 110,910 304,725

法人税等合計 464,310 387,386

少数株主損益調整前四半期純利益 1,673,010 1,495,576

四半期純利益 1,673,010 1,495,576
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【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,673,010 1,495,576

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △62,841 △72,154

持分法適用会社に対する持分相当額 2,295 719

その他の包括利益合計 △60,546 △71,435

四半期包括利益 1,612,464 1,424,141

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,612,464 1,424,141

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９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 2,137,320 1,882,962

減価償却費 342,021 326,476

負ののれん償却額 △596,782 △596,782

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,680 △549

賞与引当金の増減額（△は減少） △437,202 △585,214

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △48,404 △50,530

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △1,023 △1,202

災害損失引当金の増減額（△は減少） △15,583 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △30,554 △43,988

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △47,042 △11,673

受取利息及び受取配当金 △59,185 △55,151

支払利息 45,963 45,332

持分法による投資損益（△は益） △366,386 △278,563

有形固定資産除売却損益（△は益） △5,247 △2,491

投資有価証券評価損益（△は益） 15,238 10,307

ゴルフ会員権売却損益（△は益） － 3,500

減損損失 174,496 －

移転補償金 △815,582 －

売上債権の増減額（△は増加） 904,548 2,148,670

未成工事支出金の増減額（△は増加） △644,133 △1,272,785

その他の資産の増減額（△は増加） △150,282 △106,961

仕入債務の増減額（△は減少） △1,920,846 △2,852,206

未払費用の増減額（△は減少） △134,167 △156,836

未成工事受入金の増減額（△は減少） △1,488,741 103,839

その他の負債の増減額（△は減少） △271,802 △454,507

小計 △3,408,698 △1,948,357

利息及び配当金の受取額 67,455 58,516

利息の支払額 △46,295 △46,018

法人税等の支払額 △734,204 △1,279,488

移転補償金の受取額 882,657 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,239,085 △3,215,347
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

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 △300 －

有形固定資産の取得による支出 △543,577 △64,263

有形固定資産の売却による収入 227,057 38,715

無形固定資産の取得による支出 △81,419 △23,322

投資有価証券の取得による支出 △694 △685

貸付けによる支出 △230,340 △5,900

貸付金の回収による収入 233,429 15,554

その他 6,478 23,149

投資活動によるキャッシュ・フロー △389,367 △16,753

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） 3,460,000 3,582,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △82,095 △92,943

長期借入金の返済による支出 △452,000 △384,000

自己株式の取得による支出 △87 △222

配当金の支払額 △190,174 △190,024

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,735,642 2,914,808

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △892,811 △317,291

現金及び現金同等物の期首残高 3,189,617 3,225,251

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △10,357 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 2,286,448

※
 2,907,959
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

　
当第２四半期連結累計期間

(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日)

（連結の範囲の重要な変更）

第１四半期連結会計期間より、新たに設立したＮＲシェアードサービス㈱を連結の範囲に含めている。

　

【会計方針の変更等】

　
当第２四半期連結累計期間

(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日)

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以降に取得し

た有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更している。

　これによる損益に与える影響は軽微である。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)
　

偶発債務

下記の銀行借入金について保証を行っている。

　
前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

従業員の福利厚生制度による
住宅融資

55,348千円 49,220千円

　

　
(四半期連結損益計算書関係)

　

※１　売上高の季節的変動

前第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日　至 平成23年９月30日）及び当第２四半期連結

累計期間（自 平成24年４月１日　至 平成24年９月30日）
　

当社グループの売上高は、通常の営業形態として第４四半期連結会計期間に工事の完成引渡しが集

中するため、第１四半期連結会計期間から第３四半期連結会計期間における売上高に比べ、第４四半期

連結会計期間の売上高が著しく多くなるといった季節的変動がある。

　

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりである。

　
前第２四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日)

従業員給料手当 559,431千円 542,116千円

賞与引当金繰入額 145,230 140,359

退職給付費用 40,728 34,303

役員退職慰労引当金繰入額 13,375 11,518

　
※３　移転補償金の内容

　
前第２四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日)

「北品川五丁目第１地区第一種市
街地再開発事業」に伴う事務所移
転の損失補償金

815,582千円 ―

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
　

※　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

は、次のとおりである。

　

　
前第２四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日)

現金預金勘定 2,300,450千円 2,920,963千円

預入期間が３か月を超える定期
預金

△14,002 △13,003

現金及び現金同等物 2,286,448 2,907,959
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(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日)

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23年６月29日
定時株主総会

普通株式 190,952 7.50平成23年３月31日 平成23年６月30日 利益剰余金

　

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

期間の末日後となるもの

該当事項なし。

　

３．株主資本の著しい変動

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ない。

　

当第２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日)

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24年６月28日
定時株主総会

普通株式 190,944 7.50平成24年３月31日 平成24年６月29日 利益剰余金

　

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

期間の末日後となるもの

該当事項なし。

　

３．株主資本の著しい変動

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ない。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９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

　

報告セグメント

調整額
（千円）

四半期連結損益
計算書計上額
（千円）

電気設備
工事業
（千円）

兼業事業
（千円）

合計
（千円）

売上高 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 17,842,8071,040,97818,883,785 ― 18,883,785
  セグメント間の内部売上高
  又は振替高 40 193,553193,593△193,593 　―

計 17,842,8471,234,53219,077,379△193,59318,883,785

セグメント利益又は損失(△) 1,488,440△17,0451,471,395△981,856489,538
　

(注)　１　セグメント利益又は損失(△)の調整額△981,856千円には、セグメント間取引消去△25,895千円、各報告セグメ

ントに配分していない全社費用△955,961千円が含まれている。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一

般管理費である。

      ２　セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。

　

２．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

（固定資産に係る重要な減損損失）

　全社資産である売却予定の土地・建物について減損損失174,496千円を計上している。

　

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９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

　

報告セグメント

調整額
（千円）

四半期連結損益
計算書計上額
（千円）

電気設備
工事業
（千円）

兼業事業
（千円）

合計
（千円）

売上高 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 19,246,0181,087,61220,333,630 ― 20,333,630
  セグメント間の内部売上高
  又は振替高 15 194,335194,350△194,350 　―

計 19,246,0331,281,94820,527,981△194,35020,333,630

セグメント利益 1,831,05524,2701,855,325△922,644932,680
(注)　１　セグメント利益の調整額△922,644千円には、セグメント間取引消去△15,302千円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△907,342千円が含まれている。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であ

る。

      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調整を行っている。

　

２．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

　該当事項なし。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりである。

　

　
前第２四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 65円71銭 58円74銭

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純利益金額(千円) 1,673,010 1,495,576

    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金額(千円) 1,673,010 1,495,576

    普通株式の期中平均株式数(株) 25,460,249 25,458,850

　(注)　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いない。

　

　
　

(重要な後発事象)

該当事項なし。
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２ 【その他】

　該当事項なし。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。

EDINET提出書類

日本リーテック株式会社(E00185)

四半期報告書

23/24



独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成24年11月９日

日本リーテック株式会社

取締役会  御中

　

有限責任 あずさ監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士  　  高　村　　　　守 　   印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    　金　井　　睦　美　    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」に掲げられている日本
リーテック株式会社の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期
間（平成24年７月１日から平成24年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平
成24年９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、
四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行っ
た。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、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
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、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。
四半期レビューにおいては、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が実施される。四半期レビュー手続は、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て限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
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、日本リーテック株式会社及び連結子会社の平
成24年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四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。
　
利害関係
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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