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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３四半期累計期間
第55期

第３四半期累計期間
第54期

会計期間
自平成24年４月１日
至平成24年12月31日

自平成25年４月１日
至平成25年12月31日

自平成24年４月１日
至平成25年３月31日

売上高（千円） 10,703,373 11,513,349 21,786,203

経常利益又は経常損失（△）（千円） △582,469 △311,620 1,452,780

四半期純損失（△）又は当期純利益（千円） △397,968 △221,736 766,610

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） 12,158,663 12,993,425 13,381,197

総資産額（千円） 21,121,349 21,597,355 22,675,786

１株当たり四半期純損失金額（△）又は

１株当たり当期純利益金額（円）
△48.56 △27.05 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） 5.00 5.00 28.00

自己資本比率（％） 57.6 60.2 59.0

　

回次
第54期

第３四半期会計期間
第55期

第３四半期会計期間

会計期間
自平成24年10月１日
至平成24年12月31日

自平成25年10月１日
至平成25年12月31日

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（△）（円）
△11.57 17.60

　（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３四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３四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３四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３四半期累計期間におけるわが国経済は、経済政策や金融緩和策を背景に円安・株高が進み、企業収益の改

善や個人消費にも持ち直しの動きがみられる等、景気は緩やかな回復基調で推移しました。

建設業界におきましては、公共投資は底堅く推移し、民間設備投資も持ち直しの傾向が続きました。

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、空調計装関連事業において増加、産業計装関連事業において減少し、総

じて19,761百万円（前年同期比16.2%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に

増加し、11,513百万円（同7.6%増）となりました。

損益面につきましては、営業損失が378百万円（前年同期は626百万円の損失）、経常損失が311百万円（前年同

期は582百万円の損失）、四半期純損失は221百万円（前年同期は397百万円の損失）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、新設工事において病院・医療施設が、既設工事において事務

所向け物件が増加したこと等により、17,751百万円（前年同期比22.4%増）となりました。内訳は、新設工事が

5,534百万円（同27.5%増）、既設工事が12,217百万円（同20.2%増）でした。

完成工事高は、新設工事、既設工事とも事務所向け物件が増加したこと等により、9,433百万円（同4.7%増）と

なりました。内訳は、新設工事が3,508百万円（同6.0%増）、既設工事が5,924百万円（同3.9%増）でした。

また、制御機器類販売の受注高及び売上高は、246百万円（同15.0%増）となりました。

総じて、空調計装関連事業の受注高は17,998百万円（同22.3%増）、売上高は9,679百万円（同4.9%増）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、1,547百万円（前年同期比21.3%減）となりました。

完成工事高は、電気工事、設備工事の増加等により、1,618百万円（同39.4%増）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、215百万円（同32.4%減）となりました。

総じて、産業計装関連事業の受注高は1,762百万円（同22.9%減）、売上高は1,833百万円（同24.0%増）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３四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。

　

(3）研究開発活動

当第３四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51百万円となりま

した。

なお、当第３四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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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３四半期会計期間末
現在発行数（株）

（平成25年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成26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 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10月１日～

平成25年12月31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３四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３四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９月30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） 普通株式    1,300 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 8,195,000 81,950 －

単元未満株式 普通株式    1,200 － －

発行済株式総数 8,197,500 － －

総株主の議決権 － 81,950 －

②【自己株式等】

 平成25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（％）

日本電技株式会社
東京都墨田区両国

2-10-14
1,300 － 1,300 0.01

計 － 1,300 － 1,300 0.01

（注）当第３四半期会計期間末日現在の自己株式数は、1,346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３四半期会計期間（平成25年10月１日から平成25

年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成25年４月１日から平成25年12月31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３四半期会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 2,799,784 3,172,218

受取手形・完成工事未収入金等
※2 7,382,720 ※2 3,801,365

有価証券 4,719,299 3,734,226

未成工事支出金 3,088,182 5,741,989

商品 10,006 13,674

材料貯蔵品 19,462 17,281

その他 630,835 765,768

貸倒引当金 △5,917 △3,047

流動資産合計 18,644,372 17,243,476

固定資産

有形固定資産 990,377 999,401

無形固定資産 204,861 209,059

投資その他の資産
※1 2,836,174 ※1 3,145,417

固定資産合計 4,031,414 4,353,878

資産合計 22,675,786 21,597,355

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 4,356,850 3,705,173

未払費用 1,224,916 671,387

未払法人税等 724,199 5,066

未成工事受入金 1,564,580 3,056,595

完成工事補償引当金 27,379 28,633

工事損失引当金 243,330 134,992

その他 381,625 202,561

流動負債合計 8,522,882 7,804,411

固定負債

退職給付引当金 465,017 466,650

役員退職慰労引当金 306,688 332,868

固定負債合計 771,705 799,518

負債合計 9,294,588 8,603,929

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 12,125,168

自己株式 △875 △923

株主資本合計 13,362,261 12,910,982

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 18,936 82,442

評価・換算差額等合計 18,936 82,442

純資産合計 13,381,197 12,993,425

負債純資産合計 22,675,786 21,597,355
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（２）【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年12月31日)

売上高

完成工事高 10,171,031 11,051,700

商品売上高 532,342 461,648

売上高合計 10,703,373 11,513,349

売上原価

完成工事原価 7,626,243 8,256,226

商品売上原価 379,055 317,359

売上原価合計 8,005,299 8,573,585

売上総利益 2,698,074 2,939,763

販売費及び一般管理費 3,324,803 3,318,169

営業損失（△） △626,729 △378,405

営業外収益

受取利息 12,416 16,178

受取配当金 16,108 16,633

デリバティブ評価益 12,140 22,775

その他 18,625 18,892

営業外収益合計 59,289 74,479

営業外費用

有価証券償還損 7,045 －

減価償却費 － 2,236

貸倒引当金繰入額 1,250 2,500

その他 6,734 2,956

営業外費用合計 15,029 7,693

経常損失（△） △582,469 △311,620

特別利益

投資有価証券売却益 － 625

特別利益合計 － 625

特別損失

固定資産除却損 3,616 252

投資有価証券評価損 5,773 －

賃貸借契約解約損 702 4,357

特別損失合計 10,091 4,609

税引前四半期純損失（△） △592,560 △315,604

法人税、住民税及び事業税 5,600 5,200

法人税等調整額 △200,191 △99,068

法人税等合計 △194,591 △93,868

四半期純損失（△） △397,968 △221,736
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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３四半期会計期間
（平成25年12月31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３四半期会計期間
（平成25年12月31日）

受取手形 134,316千円 17,859千円

　

（四半期損益計算書関係）

前第３四半期累計期間（自平成24年４月１日　至平成24年12月31日）及び当第３四半期累計期間（自平成25年

４月１日　至平成25年12月31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３四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３四半期累計期

間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

　
前第３四半期累計期間

（自　平成24年４月１日
至　平成24年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年12月31日）

減価償却費 110,902千円 108,333千円

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自平成24年４月１日　至平成24年12月31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

平成24年11月２日

取締役会
普通株式 40,981 5 平成24年９月30日 平成24年12月６日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期累計期間（自平成25年４月１日　至平成25年12月31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

平成25年11月６日

取締役会
普通株式 40,980 5 平成25年９月30日 平成25年12月５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３四半期累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年12月31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 9,224,601 1,478,772 10,703,373 － 10,703,373

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － －

計 9,224,601 1,478,772 10,703,373 － 10,703,373

セグメント利益 627,578 27,034 654,613 △1,281,343 △626,729

（注）１．セグメント利益の調整額△1,281,343千円は、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

該当事項はありません。

　

Ⅱ　当第３四半期累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年12月31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 9,679,729 1,833,620 11,513,349 － 11,513,349

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － －

計 9,679,729 1,833,620 11,513,349 － 11,513,349

セグメント利益 727,331 202,279 929,611 △1,308,017 △378,405

（注）１．セグメント利益の調整額△1,308,017千円は、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

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３四半期累計期間

（自　平成24年４月１日
至　平成24年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額 48円56銭 27円05銭

（算定上の基礎）   

四半期純損失金額（千円） 397,968 221,736

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） 397,968 221,736

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】

平成25年11月６日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ) 中間配当による配当金の総額……………………40,980千円　

(ロ) １株当たりの金額…………………………………５円00銭

(ハ) 支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成25年12月５日

(注) 平成25年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、支払を行っておりま

す。　
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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26年2月13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３四半期会計期間（平成25年10月１日か
ら平成25年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成25年４月１日から平成25年12月31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12月31日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する第３四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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