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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56期

第３四半期累計期間
第57期

第３四半期累計期間
第56期

会計期間
自平成26年４月１日
至平成26年12月31日

自平成27年４月１日
至平成27年12月31日

自平成26年４月１日
至平成27年３月31日

売上高 （千円） 9,217,115 12,080,978 23,477,701

経常利益又は経常損失（△） （千円） △823,889 △156,450 2,170,266

四半期純損失（△）又は当期純利益 （千円） △544,757 △126,851 1,367,206

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） 13,820,472 15,160,361 15,783,794

総資産額 （千円） 24,852,230 26,896,426 26,001,533

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） △66.47 △15.52 166.81

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 50.00

自己資本比率 （％） 55.6 56.4 60.7

 

回次
第56期

第３四半期会計期間
第57期

第３四半期会計期間

会計期間
自平成26年10月１日
至平成26年12月31日

自平成27年10月１日
至平成27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） △2.73 16.13

（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、一部指標に弱さがみられるものの、企業収益や雇用情勢が改善し

ており、景気は緩やかな回復基調が続きました。

建設業界におきましては、公共投資は緩やかな減少傾向にあるものの、民間設備投資は堅調に推移しました。

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、「事業機会拡大による受注量の確保」、産業計装関連事業におい

ては、「事業体制の強化と業容の拡大」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減少により、20,597百万円（前年同期比7.5%減）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増加し、12,080百万円（同31.1%増）となりま

した。

損益面につきましては、営業損失が198百万円（前年同期は916百万円の損失）、経常損失が156百万円（前年同

期は823百万円の損失）、四半期純損失は126百万円（前年同期は544百万円の損失）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、新設工事における大型物件の減少を主因に、18,424百万円

（前年同期比8.2%減）となりました。内訳は、新設工事が5,352百万円（同28.6%減）、既設工事が13,072百万円

（同3.9%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、10,615百万円（同37.1%増）

となりました。内訳は、新設工事が4,166百万円（同54.5%増）、既設工事が6,448百万円（同27.9%増）でした。

また、制御機器類販売の受注高及び売上高は、196百万円（同22.3%減）となりました。

総じて、空調計装関連事業の受注高は18,620百万円（同8.4%減）、売上高は10,811百万円（同35.3%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等を行う産業計装関連事業につき

ましては、受注工事高は、設備工事の増加等により、1,755百万円（前年同期比1.2%増）となりました。

完成工事高は、補修工事の増加等により、1,048百万円（同2.6%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、221百万円（同9.3%増）となりました。

総じて、産業計装関連事業の受注高は1,976百万円（同2.0%増）、売上高は1,269百万円（同3.7%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活動の金額は、73百万円であります。

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27年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成28年２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 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27年10月１日～

平成27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27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27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    1,400 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 8,194,200 81,942 －

単元未満株式 普通株式    1,900 － －

発行済株式総数 8,197,500 － －

総株主の議決権 － 81,942 －

（注）当社は、平成27年11月４日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同

　　　法第156条の規定に基づく自己株式の取得を決議し、自己株式107,100株の取得を行いました。

　　　この結果、当第３四半期会計期間末日における自己株式数は、単元未満株式の買取りにより取得した株式数を含め

　　　て108,604株となり、発行済株式総数に対する所有株式数の割合は1.32％となっております。

 

②【自己株式等】

平成27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
1,400 － 1,400 0.01

計 － 1,400 － 1,400 0.01

（注）当社は、平成27年11月４日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同

　　　法第156条の規定に基づく自己株式の取得を決議し、自己株式107,100株の取得を行いました。

　　　この結果、当第３四半期会計期間末日における自己株式数は、単元未満株式の買取りにより取得した株式数を含め

　　　て108,604株となり、発行済株式総数に対する所有株式数の割合は1.32％となっております。

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

日本電技株式会社(E00313)

四半期報告書

 5/13



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27年10月１日から平成27

年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成27年４月１日から平成27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27年３月31日)
当第３四半期会計期間
(平成27年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金預金 3,001,775 3,911,458

受取手形・完成工事未収入金等 8,811,470 ※２ 4,254,578

有価証券 4,899,060 4,999,950

未成工事支出金 4,045,577 8,321,410

商品 14,286 11,174

材料貯蔵品 11,102 10,338

その他 711,627 1,040,806

貸倒引当金 △264 △127

流動資産合計 21,494,633 22,549,588

固定資産   

有形固定資産 921,220 936,891

無形固定資産 262,023 257,887

投資その他の資産 ※１ 3,323,655 ※１ 3,152,059

固定資産合計 4,506,899 4,346,838

資産合計 26,001,533 26,896,426

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 4,581,671 4,376,755

未払費用 1,625,461 724,422

未払法人税等 694,115 4,600

未成工事受入金 2,050,321 5,631,982

完成工事補償引当金 48,020 55,133

工事損失引当金 125,308 37,584

その他 407,334 229,120

流動負債合計 9,532,231 11,059,597

固定負債   

退職給付引当金 313,532 304,019

役員退職慰労引当金 352,879 353,170

資産除去債務 19,095 19,278

固定負債合計 685,507 676,467

負債合計 10,217,739 11,736,065

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 14,763,216 14,226,563

自己株式 △1,053 △120,086

株主資本合計 15,548,901 14,893,215

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 234,892 267,145

評価・換算差額等合計 234,892 267,145

純資産合計 15,783,794 15,160,361

負債純資産合計 26,001,533 26,896,426
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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26年４月１日
　至　平成26年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年12月31日)

売上高   

完成工事高 8,761,814 11,663,391

商品売上高 455,300 417,586

売上高合計 9,217,115 12,080,978

売上原価   

完成工事原価 6,323,787 8,443,083

商品売上原価 318,687 293,001

売上原価合計 6,642,474 8,736,084

売上総利益 2,574,640 3,344,893

販売費及び一般管理費 3,490,782 3,543,032

営業損失（△） △916,141 △198,138

営業外収益   

受取利息 19,993 13,585

受取配当金 17,359 20,247

その他 60,558 12,632

営業外収益合計 97,911 46,465

営業外費用   

保険解約損 4,227 2,685

その他 1,432 2,092

営業外費用合計 5,659 4,777

経常損失（△） △823,889 △156,450

特別損失   

固定資産除却損 981 810

賃貸借契約解約損 2,240 859

特別損失合計 3,221 1,670

税引前四半期純損失（△） △827,111 △158,121

法人税、住民税及び事業税 5,000 5,100

法人税等調整額 △287,354 △36,369

法人税等合計 △282,354 △31,269

四半期純損失（△） △544,757 △126,851
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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27年３月31日）
当第３四半期会計期間
（平成27年12月31日）

投資その他の資産 4,094千円 5,685千円

 

※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27年３月31日）
当第３四半期会計期間
（平成27年12月31日）

受取手形 －千円 10,755千円

 

（四半期損益計算書関係）

前第３四半期累計期間（自平成26年４月１日 至平成26年12月31日）及び当第３四半期累計期間（自平成27年４

月１日 至平成27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26年４月１日
至　平成26年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年12月31日）

減価償却費 123,717千円 127,066千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自平成26年４月１日　至平成26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26年６月27日

定時株主総会
普通株式 368,825 45 平成26年３月31日 平成26年６月30日 利益剰余金

平成26年11月５日

取締役会
普通株式 40,980 5 平成26年９月30日 平成26年12月５日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期累計期間（自平成27年４月１日　至平成27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27年６月26日

定時株主総会
普通株式 368,821 45 平成27年３月31日 平成27年６月29日 利益剰余金

平成27年11月４日

取締役会
普通株式 40,980 5 平成27年９月30日 平成27年12月４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26年４月１日 至平成26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 7,993,163 1,223,951 9,217,115 － 9,217,115

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － －

計 7,993,163 1,223,951 9,217,115 － 9,217,115

セグメント利益 422,661 45,899 468,560 △1,384,702 △916,141

（注）１．セグメント利益の調整額△1,384,702千円は、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27年４月１日 至平成27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 10,811,423 1,269,555 12,080,978 － 12,080,978

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － －

計 10,811,423 1,269,555 12,080,978 － 12,080,978

セグメント利益 1,241,492 30,982 1,272,475 △1,470,613 △198,138

（注）１．セグメント利益の調整額△1,470,613千円は、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26年４月１日
至　平成26年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額 66円47銭 15円52銭

（算定上の基礎）   

四半期純損失金額（千円） 544,757 126,851

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） 544,757 126,851

普通株式の期中平均株式数（千株） 8,196 8,175

（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27年11月４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27年12月４日

(注) 平成27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、支払いを行っておりま

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28年２月９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27年４月１日から平成28年３月31日までの第57期事業年度の第３四半期会計期間（平成27年10月１日か
ら平成27年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成27年４月１日から平成27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27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．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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