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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】

回次
第54期

第１四半期累計期間
第55期

第１四半期累計期間
第54期

会計期間
自平成24年４月１日
至平成24年６月30日

自平成25年４月１日
至平成25年６月30日

自平成24年４月１日
至平成25年３月31日

売上高（千円） 2,777,139 2,082,444 21,786,203

経常利益又は経常損失（△）（千円） △326,724 △480,557 1,452,780

四半期純損失（△）又は当期純利益（千円） △219,658 △308,307 766,610

持分法を適用した場合の投資利益（千円） － － －

資本金（千円） 470,494 470,494 470,494

発行済株式総数（千株） 8,197 8,197 8,197

純資産額（千円） 12,353,345 12,906,611 13,381,197

総資産額（千円） 19,145,249 20,568,971 22,675,786

１株当たり四半期純損失金額（△）又は当期

純利益金額（円）
△26.80 △37.62 93.53

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純

利益金額（円）
－ － －

１株当たり配当額（円） － － 28.00

自己資本比率（％） 64.5 62.7 59.0

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

４．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金額であり、また、潜在株

式が存在しないため記載しておりません。

５．潜在株式調整後１株当たり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おりません。

　

２【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、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。

 

２【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

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】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

 

(1）業績の状況

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、円高修正により輸出や生産が持ち直し、各種政策の効果を背景に企

業収益が改善する等、景気は持ち直しの動きがみられるようになりました。

建設業界におきましては、公共投資は堅調に推移し、民間設備投資も下げ止まりつつあります。

このような状況下にあって当社は、空調計装関連事業の新設工事においては、「既設工事に繋がる物件の受注」、

空調計装関連事業の既設工事においては、「営業力強化による受注量の拡大」、産業計装関連事業においては、「計装

及び付帯設備工事一括受注の増加」を対処すべき課題として掲げ、事業展開してまいりました。

業績の状況につきましては、受注高は、空調計装関連事業の増加により、7,534百万円（前年同期比11.4%増）とな

りました。売上高は、空調計装関連事業、産業計装関連事業とも減少し、2,082百万円（同25.0%減）となりました。

損益面につきましては、売上高の減少に伴い、営業損失が501百万円（前年同期は333百万円の損失）、経常損失が

480百万円（前年同期は326百万円の損失）、四半期純損失は308百万円（前年同期は219百万円の損失）となりまし

た。

なお、当社は通常の事業の形態として、売上高及び利益の計上が第４四半期に集中いたしますので、第１四半期か

ら第３四半期までの各四半期の業績は、営業損失、経常損失及び四半期純損失となることが常態であります。

セグメント別動向の概況は次のとおりであります。

〔空調計装関連事業〕

空調計装関連事業につきましては、受注工事高は、新設工事において商業施設が、既設工事においてリニューアル

工事が増加したこと等により、6,967百万円（前年同期比18.4%増）となりました。内訳は、新設工事が1,779百万円

（同2.5%増）、既設工事が5,187百万円（同25.0%増）でした。

完成工事高は、新設工事において病院・医療施設が、既設工事において工場物件が減少したこと等により、1,736百

万円（同26.6%減）となりました。内訳は、新設工事が395百万円（同49.5%減）、既設工事が1,340百万円（同15.3%

減）でした。

また、制御機器類販売の受注高及び売上高は、69百万円（同13.1%増）となりました。

総じて、空調計装関連事業の受注高は7,036百万円（同18.3%増）、売上高は1,805百万円（同25.6%減）となりまし

た。

〔産業計装関連事業〕

主に工場や各種搬送ライン向けに、空調以外の計装工事及び各種自動制御工事を行う産業計装関連事業につきま

しては、受注工事高は、電気工事の減少等により、427百万円（前年同期比41.7%減）となりました。

完成工事高は、電気工事、設備工事の減少等により、205百万円（同21.6%減）となりました。

また、制御機器類販売の受注高及び売上高は、70百万円（同17.9%減）となりました。

総じて、産業計装関連事業の受注高は498百万円（同39.2%減）、売上高は276百万円（同20.7%減）となりました。

　

(2）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
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(3）研究開発活動

当社は、将来ビジョンである「New Design For The Next ～「計装」の総合力で、未来を拓く」の精神の下、本社

事業本部を中心に、計装を中心とした様々な研究開発活動を行っております。

計装エンジニアリング会社である当社の性格上、研究開発の内容は、シーズや基礎研究というよりは、様々な計装

技術の応用研究、基礎技術の汎用化研究等が中心となります。

当第１四半期累計期間における研究開発費は、各セグメントに配分できない全社共通の費用で13百万円となりま

した。

主要な研究開発活動は、次のとおりであります。

①クラウド型エネルギーマネジメントサービスの開発

オフィスやテナントビル、工場等のエネルギー情報を計測し、インターネットを利用してエネルギーの使用状況

や分析結果等をお客様に提供する「クラウド型エネルギーマネジメントサービス」の実運用に向け、ソフトウェ

アの機能改善やフィールドテスト等を行います。

②省エネチューニング支援ツールの開発

建物のエネルギー消費特性や建物設備の運転状況等に基づいて設備システムや機器を適切に調整し、省エネル

ギー化を図る「省エネチューニング」サービスの拡大を目的として、効果試算ツールや結果検証ツール等の開発

を行います。

③スマートグリッド、スマートシティ等に関する研究

電力・エネルギーの効率利用の観点から注目されているスマートグリッドやスマートシティについて、需要家側

の負荷予測技術や通信技術等に関する調査、研究を行います。
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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 32,790,000

計 32,790,000

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25年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年８月８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 8,197,500 8,197,500

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数は100株

であります。

計 8,197,500 8,197,500 － －

 

（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

（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25年４月１日～

平成25年６月30日
－ 8,197,500 － 470,494 － 316,244

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成25年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

①【発行済株式】

 平成25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） 普通株式     1,200 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 8,194,800 81,948 －

単元未満株式 普通株式     1,500 － －

発行済株式総数 8,197,500 － －

総株主の議決権 － 81,948 －

②【自己株式等】

 平成25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（％）

日本電技株式会社
東京都墨田区両国

2-10-14
1,200 － 1,200 0.01

計 － 1,200 － 1,200 0.01

（注）当第１四半期会計期間末日現在の自己株式数は、1,291株であります。

　 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

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、第１四半期会計期間（平成25年４月１日から平成25年

６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 2,799,784 2,792,544

受取手形・完成工事未収入金等 ※2
 7,382,720

※2
 4,074,564

有価証券 4,719,299 3,849,008

未成工事支出金 3,088,182 4,839,982

商品 10,006 12,104

材料貯蔵品 19,462 19,857

その他 630,835 873,647

貸倒引当金 △5,917 △3,267

流動資産合計 18,644,372 16,458,442

固定資産

有形固定資産 990,377 983,649

無形固定資産 204,861 203,755

投資その他の資産 ※1
 2,836,174

※1
 2,923,124

固定資産合計 4,031,414 4,110,529

資産合計 22,675,786 20,568,971

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 4,356,850 3,132,054

未払費用 1,224,916 694,647

未払法人税等 724,199 1,722

未成工事受入金 1,564,580 2,527,517

完成工事補償引当金 27,379 24,694

工事損失引当金 243,330 225,071

その他 381,625 275,757

流動負債合計 8,522,882 6,881,465

固定負債

退職給付引当金 465,017 466,372

役員退職慰労引当金 306,688 314,522

固定負債合計 771,705 780,894

負債合計 9,294,588 7,662,359

純資産の部

株主資本

資本金 470,494 470,494

資本剰余金 316,244 316,244

利益剰余金 12,576,397 12,079,577

自己株式 △875 △875

株主資本合計 13,362,261 12,865,441

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 18,936 41,170

評価・換算差額等合計 18,936 41,170

純資産合計 13,381,197 12,906,611

負債純資産合計 22,675,786 20,568,971
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（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

売上高

完成工事高 2,629,959 1,942,641

商品売上高 147,179 139,802

売上高合計 2,777,139 2,082,444

売上原価

完成工事原価 1,887,114 1,383,795

商品売上原価 104,426 97,124

売上原価合計 1,991,541 1,480,920

売上総利益 785,597 601,524

販売費及び一般管理費 1,119,509 1,103,257

営業損失（△） △333,911 △501,733

営業外収益

受取利息 3,650 5,757

受取配当金 7,923 8,151

その他 8,334 11,240

営業外収益合計 19,908 25,149

営業外費用

デリバティブ評価損 9,285 －

貸倒引当金繰入額 1,250 2,500

その他 2,186 1,473

営業外費用合計 12,721 3,973

経常損失（△） △326,724 △480,557

特別利益

投資有価証券売却益 － 213

特別利益合計 － 213

特別損失

固定資産除却損 3,469 135

投資有価証券評価損 4,664 －

賃貸借契約解約損 － 4,357

特別損失合計 8,133 4,493

税引前四半期純損失（△） △334,857 △484,837

法人税、住民税及び事業税 1,800 1,800

法人税等調整額 △116,998 △178,330

法人税等合計 △115,198 △176,530

四半期純損失（△） △219,658 △308,307
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

※１．資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額
　

　
前事業年度

（平成25年３月31日）
当第１四半期会計期間
（平成25年６月30日）

投資その他の資産 1,902千円 4,315千円

　

※２．四半期会計期間末日満期手形

四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、当四半期会計期間末日が金融機関の休日でしたが、満期

日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期会計期間末日満期手形の金額は、次のとおりであり

ます。
　

　
前事業年度

（平成25年３月31日）
当第１四半期会計期間
（平成25年６月30日）

受取手形 134,316千円 69,089千円

　

（四半期損益計算書関係）

前第１四半期累計期間（自平成24年４月１日　至平成24年６月30日）及び当第１四半期累計期間（自平成25年

４月１日　至平成25年６月30日）　

当社の売上高は、通常の営業の形態として、工事の完成引渡しが第４四半期会計期間に集中しているため、第１

四半期会計期間から第３四半期会計期間における売上高に比べ、第４四半期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ります。

　

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期

間に係る減価償却費の償却額は、次のとおりであります。

　
前第１四半期累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

減価償却費 36,805千円 34,126千円

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自平成24年４月１日　至平成24年６月30日）

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 139,335 17 平成24年３月31日平成24年６月29日利益剰余金

　

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自平成25年４月１日　至平成25年６月30日）

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25年６月27日

定時株主総会
普通株式 188,512 23 平成25年３月31日平成25年６月28日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自平成24年４月１日 至平成24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

（単位：千円）

 

報告セグメント
調整額
（注）1

四半期
損益計算書
計上額
（注）2

空調計装
関連事業

産業計装
関連事業

計

売上高      

外部顧客への売上高 2,428,495348,6432,777,139 － 2,777,139

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － －

計 2,428,495348,6432,777,139 － 2,777,139

セグメント利益 90,125 7,275 97,401△431,312△333,911

（注）１．セグメント利益の調整額△431,312千円は、全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに

帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益は、四半期損益計算書の営業損失と調整を行っております。

　

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

前第１四半期累計期間（自平成24年４月１日　至平成24年６月30日）

該当事項はありません。

　

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自平成25年４月１日 至平成25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

（単位：千円）

 

報告セグメント
調整額
（注）1

四半期
損益計算書
計上額
（注）2

空調計装
関連事業

産業計装
関連事業

計

売上高      

外部顧客への売上高 1,805,972276,4712,082,444 － 2,082,444

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － －

計 1,805,972276,4712,082,444 － 2,082,444

セグメント損失 △64,915△20,638△85,553△416,180△501,733

（注）１．セグメント損失の調整額△416,180千円は、全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに

帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント損失は、四半期損益計算書の営業損失と調整を行っております。

　

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

当第１四半期累計期間（自平成25年４月１日　至平成25年６月30日）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額 26円80銭 37円62銭

（算定上の基礎）   

四半期純損失金額（千円） 219,658 308,307

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損失金額（千円） 219,658 308,307

普通株式の期中平均株式数（千株） 8,196 8,196

（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、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

　

（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25年８月６日

日本電技株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 岡本　和巳　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 林　　達郎　　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電技株式会
社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第55期事業年度の第１四半期会計期間（平成25年４月１日から平
成25年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）に係る四半期財務諸
表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益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財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表
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きは、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
れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、日本電技株式会社の平成25年６月30日現在の財政状態及び同日をもって
終了する第１四半期累計期間の経営成績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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