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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３四半期
連結累計期間

第９期
第３四半期
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12月31日

自 平成29年４月１日
至 平成29年12月31日

自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日

売上高 (千円) 33,391,638 32,430,893 54,601,531

経常利益 (千円) 2,489,506 2,182,325 5,135,141

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 1,752,936 1,501,294 3,584,991

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 1,805,221 2,215,372 3,681,810

純資産額 (千円) 40,805,079 44,519,643 42,681,604

総資産額 (千円) 66,646,339 71,911,750 67,781,808

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 69.69 59.69 142.53

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 (％) 61.2 61.9 63.0
 

 

回次
第８期

第３四半期
連結会計期間

第９期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成28年10月１日
至 平成28年12月31日

自 平成29年10月１日
至 平成29年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 35.84 29.94
 

(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３四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３四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３四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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な景気拡大も追い風となり、堅調な企業収益や株価

水準の上昇などから、景気は緩やかな回復基調を維持した。こうした状況を受けて、雇用や所得環境の改善も進

みつつあり、本格的な景気回復への兆しが見え隠れし始めているものの、一方で、欧米の政治動向や中近東・北

朝鮮情勢の緊迫化による景気の下押し要因について、引き続き注視が必要な状況となった。

　建設業界においては、公共設備投資、民間設備投資ともに、総じて底堅く推移しているが、建設コストの高止

まりや人手不足などにより、引き続き収益確保は厳しい状況に置かれている。潤沢なキャッシュを有する企業行

動が前向きになることに加え、オリンピック関連投資の本格化などにより、更なる市場安定が望まれている。

　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３四半期の連結業績においては、受注高は352億６千８百万円（対前年同期比6.5％増）、売上

高は324億３千万円（対前年同期比2.9％減）となった。

　利益については、営業損益は16億８千３百万円の営業利益（前年同期は21億１千８百万円の営業利益）、経常

損益は21億８千２百万円の経常利益（前年同期は24億８千９百万円の経常利益）、親会社株主に帰属する四半期

純損益は15億１百万円の四半期純利益（前年同期は17億５千２百万円の四半期純利益）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352億６千８百万円（対前年同期比6.5％増）、完成工事高は299億７

百万円（対前年同期比3.0％減）、営業利益は30億９千７百万円（前年同期は33億６千６百万円の営業利益）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187億３千４百万円、完成工事高は192億８千５百万円となった。

［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64億４千６百万円、完成工事高は40億４千２百万円となった。
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［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66億６千７百万円、完成工事高は23億７千７百万円と

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34億１千８百万円、完成工事高は42億円となった。

 

（ 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22億１千５百万円（対前年同期比

2.1％減）、営業利益は２億５百万円（前年同期は２億１千１百万円の営業利益）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３億８百万円（対前年同期比2.9％

増）、営業利益は９千７百万円（前年同期は１億１千３百万円の営業利益）となった。

 

（注）当社は、セグメント利益について、各セグメントの営業利益としている。

 

（２）財政状態の分析

　当第３四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41億２千９百万円増加し、719億１

千１百万円となった。（未成工事支出金で31億１千６百万円の増加、建設仮勘定で20億９千２百万円の増加、現

金預金で42億５千２百万円の減少）

　負債については、前連結会計年度末に比べ22億９千１百万円増加し、273億９千２百万円となった。（短期借入

金で50億９千万円の増加、支払手形・工事未払金等で29億５千４百万円の減少）

　純資産については、前連結会計年度末に比べ18億３千８百万円増加し、445億１千９百万円となった。（利益剰

余金で11億２千４百万円の増加、その他有価証券評価差額金で７億１千万円の増加）

 

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四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

　当社グループにおいて、新技術の開発・改善及び安全作業の向上に関する業務改善等を目的として研究開発活

動を行っている。

　当第３四半期連結累計期間における研究開発活動費の総額は４百万円であり、その内訳は、研究開発費１百万

円、固定資産計上額３百万円である。
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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３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成29年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成30年２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10月１日～
平成29年12月31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３四半期会計期間であるため、記載事項はない。
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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29年９月30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　　465,900
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

25,136,700
251,367 ―

単元未満株式
普通株式

15,117
― 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 ― 251,367 ―
 

(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68株が含まれている。

 

 

② 【自己株式等】

  平成29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３四半期連結会計期間(平成29年10月１日から平成

29年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成29年４月１日から平成29年12月31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３四半期連結会計期間

(平成29年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金預金 10,187,655 5,934,854

  受取手形・完成工事未収入金等 28,081,209 28,981,860

  未成工事支出金 460,934 3,577,019

  商品及び製品 48,937 75,616

  仕掛品 5,000 5,017

  材料貯蔵品 230,286 250,997

  繰延税金資産 734,250 202,703

  その他 336,123 1,128,229

  貸倒引当金 △1,251 △685

  流動資産合計 40,083,145 40,155,613

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物・構築物（純額） 4,742,973 5,071,464

   機械・運搬具（純額） 212,489 208,145

   工具器具・備品（純額） 147,885 180,564

   土地 7,707,786 8,098,122

   リース資産（純額） 730,564 673,567

   建設仮勘定 70,825 2,163,076

   有形固定資産合計 13,612,524 16,394,939

  無形固定資産 164,114 148,344

  投資その他の資産   

   投資有価証券 13,457,179 14,754,446

   その他 480,349 473,911

   貸倒引当金 △15,505 △15,505

   投資その他の資産合計 13,922,023 15,212,852

  固定資産合計 27,698,663 31,756,136

 資産合計 67,781,808 71,911,750
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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３四半期連結会計期間

(平成29年12月31日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形・工事未払金等 10,696,935 7,742,683

  短期借入金 60,000 5,150,000

  未払法人税等 1,555,642 116,883

  未成工事受入金 357,329 1,359,638

  完成工事補償引当金 95 1,199

  賞与引当金 1,704,255 421,815

  その他 3,704,395 5,376,342

  流動負債合計 18,078,653 20,168,561

 固定負債   

  退職給付に係る負債 5,379,418 5,370,489

  役員退職慰労引当金 104,916 52,878

  その他 1,537,215 1,800,177

  固定負債合計 7,021,550 7,223,545

 負債合計 25,100,204 27,392,107

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 37,145,668

  自己株式 △342,632 △342,689

  株主資本合計 40,315,403 41,439,364

 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 3,081,384

  退職給付に係る調整累計額 △4,420 △1,105

  その他の包括利益累計額合計 2,366,200 3,080,279

 純資産合計 42,681,604 44,519,643

負債純資産合計 67,781,808 71,911,750
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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３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

売上高 ※  33,391,638 ※  32,430,893

売上原価 28,646,647 27,932,004

売上総利益 4,744,991 4,498,888

販売費及び一般管理費 2,626,608 2,815,249

営業利益 2,118,382 1,683,639

営業外収益   

 受取利息 653 569

 受取配当金 107,660 114,189

 持分法による投資利益 252,762 286,292

 その他 64,575 129,021

 営業外収益合計 425,651 530,073

営業外費用   

 支払利息 21,520 19,746

 物品売却損 24,189 －

 その他 8,817 11,640

 営業外費用合計 54,527 31,386

経常利益 2,489,506 2,182,325

特別利益   

 固定資産売却益 327 －

 特別利益合計 327 －

特別損失   

 固定資産除売却損 32,814 17,505

 減損損失 25,934 62,998

 投資有価証券評価損 － 1,803

 その他 4,261 －

 特別損失合計 63,010 82,306

税金等調整前四半期純利益 2,426,824 2,100,018

法人税、住民税及び事業税 234,858 107,520

法人税等調整額 446,194 491,204

法人税等合計 681,052 598,724

四半期純利益 1,745,771 1,501,294

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △7,164 －

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,752,936 1,501,294
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

四半期純利益 1,745,771 1,501,294

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 36,487 694,719

 退職給付に係る調整額 18,411 3,315

 持分法適用会社に対する持分相当額 4,550 16,043

 その他の包括利益合計 59,449 714,078

四半期包括利益 1,805,221 2,215,372

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 1,812,386 2,215,372

 非支配株主に係る四半期包括利益 △7,164 －
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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３四半期連結会計期間

(平成29年12月31日)

従業員の福利厚生制度による
住宅融資

10,142千円 8,065千円
 

 

 

(四半期連結損益計算書関係)

※　売上高の季節的変動

前第３四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日　至 平成28年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成29年４月１日　至 平成29年12月31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３四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３四半期

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３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年12月31日)

減価償却費 560,844千円 580,246千円
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(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31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３四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３四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３四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31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３四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３四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３四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28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
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 30,829,321 2,262,643 299,672 33,391,638 ― 33,391,638

セグメント間の内部売上
高又は振替高 ― 842,399 19,687 862,086 △862,086 ―

計 30,829,321 3,105,043 319,360 34,253,725 △862,086 33,391,638

セグメント利益 3,366,777 211,923 113,852 3,692,553 △1,574,171 2,118,382
 

(注)　1.　セグメント利益の調整額△1,574,171千円には、セグメント間取引消去17,416千円、各報告セグメントに配

分していない全社費用△1,591,588千円が含まれている。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

（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３四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29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
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 29,907,174 2,215,257 308,461 32,430,893 ― 32,430,893

セグメント間の内部売上
高又は振替高 145 881,267 21,306 902,718 △902,718 ―

計 29,907,319 3,096,524 329,767 33,333,611 △902,718 32,430,893

セグメント利益 3,097,589 205,207 97,874 3,400,672 △1,717,032 1,683,639
 

(注)　1.　セグメント利益の調整額△1,717,032千円には、セグメント間取引消去15,186千円、各報告セグメントに配

分していない全社費用△1,732,219千円が含まれている。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

（固定資産に係る重要な減損損失）

各報告セグメントに配分していない「全社資産」において、売却予定の土地及び建物・構築物につき減損損失

62,998千円を計上している。
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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３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 69円69銭 59円69 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) 1,752,936 1,501,294

   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)

1,752,936 1,501,294

    普通株式の期中平均株式数(株) 25,151,856 25,151,760
 

　(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30年２月８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３四半期連結会計期間（平成29年10月１日

から平成29年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年12月31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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