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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８期

第１四半期
連結累計期間

第９期
第１四半期
連結累計期間

第８期

会計期間
自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日

自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日

自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日

売上高 (千円) 8,885,949 8,597,469 54,601,531

経常利益 (千円) 92,319 52,865 5,135,141

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 50,870 43,534 3,584,991

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △378,991 438,836 3,681,810

純資産額 (千円) 38,652,688 42,743,161 42,681,604

総資産額 (千円) 59,258,372 62,703,448 67,781,808

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 2.02 1.73 142.53

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 (％) 65.1 68.2 63.0
 

(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。
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２ 【事業の内容】

当第１四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、主要な関係会社に異動はない。
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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１四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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国をはじめとした新興国経済の減速傾向が落ち着きを見せ

はじめ、生産や輸出に持ち直しの動きが見られたことなどからも、景気は引き続き緩やかな回復基調で推移した。

一方、企業業績が堅調に推移する中、雇用・所得環境の改善は続いているものの、個人消費の促進や物価安定目標

の実現は力強さを欠いており、所得から支出への循環に対する停滞感や、政治的な不安定要素が見られることか

ら、業況判断は慎重姿勢となった。

　建設業界においては、昨年度と同水準の公共事業関係費が予算化されており、オリンピックや震災復旧・創生関

連投資等も相まって、事業環境は堅調に推移しているものの、就労人口や技能労働者不足は一層深刻化しており、

高止まり傾向にある建設コストの吸収などで、収益確保の面では厳しい状況が続いた。

　このような状況の中、当社グループは「中期経営計画『Next Stage 2018』（2016～2018）」の２年目として、

引き続き経営の合理化・効率化を推進し、経営資源を最大限に活かして、より一層の収益力向上に努めた。

　その結果、当第１四半期の連結業績については、受注高は85億６千３百万円（対前年同期比9.6％減）、売上高

は85億９千７百万円（対前年同期比3.2％減）となった。

　利益については、営業損益は７千９百万円の営業損失（前年同期は３千９百万円の営業損失）、経常損益は５千

２百万円の経常利益（前年同期は９千２百万円の経常利益）、親会社株主に帰属する四半期純損益は４千３百万円

の四半期純利益（前年同期は５千万円の四半期純利益）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85億６千３百万円（対前年同期比9.6％減）、完成工事高は78億１千

６百万円（対前年同期比4.2％減）、営業利益は４億６千１百万円（前年同期は４億４千８百万円の営業利益）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等により、受注工

事高は47億２千５百万円、完成工事高は50億９千９百万円となった。

［道路設備部門］

 道路設備工事については、高速道路会社各社の標識工事・電気通信工事、警視庁及び各警察本部の交通信号機工

事等により、受注工事高は20億５千３百万円、完成工事高は６億８千７百万円となった。

［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・商業施設・銀行関連施設等の電気設備新設・改修工事、民間事業

者による太陽光発電設備工事等により、受注工事高は３億３千４百万円、完成工事高は７億５千５百万円となっ

た。

［送電線部門］

　送電線工事については、電力会社各社の架空送電線路工事、通信事業会社各社の情報通信工事により、受注工事

高は14億４千９百万円、完成工事高は12億７千４百万円となった。
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（ 兼 業 事 業 ）

　兼業事業については、主に道路標識、交通安全用品の販売等により、売上高は６億７千７百万円（対前年同期比

8.3％増）、営業利益は３千８百万円（前年同期は２千４百万円の営業利益）となった。

　

（ 不動産賃貸事業 ）

　不動産賃貸事業については、主にオフィスビルの賃貸等により、売上高は１億３百万円（対前年同期比6.3％

増）、営業利益は２千１百万円（前年同期は１千４百万円の営業利益）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１四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50億７千８百万円減少し、627億３

百万円となった。（未成工事支出金で14億４千２百万円の増加、受取手形・完成工事未収入金等で69億４千６百万

円の減少）

　負債については、前連結会計年度末に比べ51億３千９百万円減少し、199億６千万円となった。（支払手形・工

事未払金等で24億７千１百万円の減少、未払法人税等で15億１千７百万円の減少）

　純資産については、前連結会計年度末に比べ６千１百万円増加し、427億４千３百万円となった。（その他有価

証券評価差額金で３億９千４百万円の増加、利益剰余金で３億３千３百万円の減少）

　

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四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。　

　

（４）研究開発活動

　当第１四半期連結累計期間において、特記すべき重要な事項はない。　
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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１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成29年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成29年８月９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100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29年４月１日～

平成29年６月30日
― 25,617,717 ― 1,430,962 ― 649,201

 

　

(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

 6/20



 

(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29年３月31日)に基づく株主名簿による記載をしている。
　

① 【発行済株式】

平成29年３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)
(自己保有株式)
普通株式   465,900

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

 25,136,500
251,365 ―

単元未満株式
普通株式

15,317
― 一単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 25,617,717 ― ―

総株主の議決権 ― 251,365 ―
 

(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90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33株が含まれている。

　

　

② 【自己株式等】

平成29年３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(％)

(自己保有株式)

日本リーテック株式会社

東京都千代田区神田錦町

一丁目６番地
465,900 ― 465,900 1.82

計 ― 465,900 ― 465,900 1.82
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２ 【役員の状況】

該当事項なし。
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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１四半期連結会計期間(平成29年４月１日から平成

29年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成29年４月１日から平成29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 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29年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金預金 10,187,655 9,469,273

  受取手形・完成工事未収入金等 28,081,209 21,134,292

  未成工事支出金 460,934 1,903,432

  商品及び製品 48,937 67,735

  仕掛品 5,000 5,351

  材料貯蔵品 230,286 244,396

  繰延税金資産 734,250 756,124

  その他 336,123 733,782

  貸倒引当金 △1,251 △793

  流動資産合計 40,083,145 34,313,593

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物・構築物（純額） 4,742,973 4,689,628

   機械・運搬具（純額） 212,489 204,639

   工具器具・備品（純額） 147,885 184,804

   土地 7,707,786 7,707,786

   リース資産（純額） 730,564 674,042

   建設仮勘定 70,825 284,945

   有形固定資産合計 13,612,524 13,745,848

  無形固定資産 164,114 157,017

  投資その他の資産   

   投資有価証券 13,457,179 14,026,632

   その他 480,349 475,861

   貸倒引当金 △15,505 △15,505

   投資その他の資産合計 13,922,023 14,486,989

  固定資産合計 27,698,663 28,389,854

 資産合計 67,781,808 62,703,448
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形・工事未払金等 10,696,935 8,225,776

  短期借入金 60,000 60,000

  未払法人税等 1,555,642 37,895

  未成工事受入金 357,329 357,699

  完成工事補償引当金 95 1,229

  賞与引当金 1,704,255 407,212

  その他 3,704,395 3,837,509

  流動負債合計 18,078,653 12,927,322

 固定負債   

  退職給付に係る負債 5,379,418 5,319,840

  役員退職慰労引当金 104,916 42,925

  その他 1,537,215 1,670,198

  固定負債合計 7,021,550 7,032,964

 負債合計 25,100,204 19,960,287

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,430,962 1,430,962

  資本剰余金 3,205,423 3,205,423

  利益剰余金 36,021,650 35,687,908

  自己株式 △342,632 △342,635

  株主資本合計 40,315,403 39,981,657

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 2,370,621 2,764,818

  退職給付に係る調整累計額 △4,420 △3,315

  その他の包括利益累計額合計 2,366,200 2,761,503

 純資産合計 42,681,604 42,743,161

負債純資産合計 67,781,808 62,703,448
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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28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 ※  8,885,949 ※  8,597,469

売上原価 8,022,169 7,700,311

売上総利益 863,780 897,158

販売費及び一般管理費 902,902 976,357

営業損失（△） △39,121 △79,199

営業外収益   

 受取利息 215 198

 受取配当金 74,237 77,721

 物品売却益 30,562 27,319

 持分法による投資利益 21,287 14,111

 その他 16,527 22,415

 営業外収益合計 142,830 141,767

営業外費用   

 支払利息 6,396 4,639

 その他 4,993 5,063

 営業外費用合計 11,389 9,703

経常利益 92,319 52,865

特別損失   

 固定資産除売却損 32,359 1,400

 減損損失 25,934 -

 投資有価証券評価損 - 1,803

 その他 517 -

 特別損失合計 58,811 3,203

税金等調整前四半期純利益 33,508 49,661

法人税、住民税及び事業税 10,768 15,549

法人税等調整額 △25,314 △9,422

法人税等合計 △14,546 6,126

四半期純利益 48,054 43,534

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △2,815 -

親会社株主に帰属する四半期純利益 50,870 43,534
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【四半期連結包括利益計算書】

【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28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純利益 48,054 43,534

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △430,357 381,105

 退職給付に係る調整額 6,137 1,105

 持分法適用会社に対する持分相当額 △2,826 13,091

 その他の包括利益合計 △427,046 395,302

四半期包括利益 △378,991 438,836

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △376,176 438,836

 非支配株主に係る四半期包括利益 △2,815 -
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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29年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

従業員の福利厚生制度による
住宅融資

 10,142千円  9,525千円
 

　

(四半期連結損益計算書関係)
　

※ 売上高の季節的変動

前第１四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日　至 平成28年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成29年４月１日　至 平成29年６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。

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
　

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。なお、第１四半期

連結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、次のとおりである。

 

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日)

減価償却費 181,676千円  179,333千円
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(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年６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28年６月28日
定時株主総会

普通株式 301,822 12.00 平成28年３月31日 平成28年６月29日 利益剰余金
 

　

２．基準日が当第１四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１四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１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年６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29年６月28日
定時株主総会

普通株式 377,276 15.00 平成29年３月31日 平成29年６月29日 利益剰余金
 

　

２．基準日が当第１四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１四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１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28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
四半期連結損益
計算書計上額電気設備

工事業
兼業事業

不動産賃貸
事業

合計

売上高       

  外部顧客への売上高 8,163,026 625,538 97,384 8,885,949 ― 8,885,949

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高 ― 248,582 5,839 254,422 △254,422 ―

計 8,163,026 874,121 103,224 9,140,371 △254,422 8,885,949

セグメント利益又は損失(△) 448,904 24,406 14,114 487,424 △526,546 △39,121
 

(注)　1.　セグメント利益又は損失(△)の調整額△526,546千円には、セグメント間取引消去16,256千円、各報告セグ

メントに配分していない全社費用△542,803千円が含まれている。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損失(△)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）

「電気設備工事業」セグメントにおいて、解体予定の建物につき減損損失25,934千円を計上している。

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29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
四半期連結損益
計算書計上額電気設備

工事業
兼業事業

不動産賃貸
事業

合計

売上高       

  外部顧客への売上高 7,816,763 677,203 103,502 8,597,469 ― 8,597,469

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高 ― 235,916 8,407 244,324 △244,324 ―

計 7,816,763 913,119 111,910 8,841,794 △244,324 8,597,469

セグメント利益又は損失(△) 461,222 38,630 21,567 521,420 △600,620 △79,199
 

(注)　1.　セグメント利益又は損失(△)の調整額△600,620千円には、セグメント間取引消去10,448千円、各報告セグ

メントに配分していない全社費用△611,068千円が含まれている。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損失(△)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１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 ２円02銭  1円73銭

    (算定上の基礎)   

   親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) 50,870 43,534

   普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

   普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利
益金額(千円)

50,870 43,534

    普通株式の期中平均株式数(株) 25,151,863 25,151,781
 

(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。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成29年８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   金　井   睦　美 　　  印

 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   斉　藤　　直　樹 　　  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29年４月１日から平成30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29年４月１日

から平成29年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29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、四半期連結包括利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29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１四半期連結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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