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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57期

第３四半期累計期間
第58期

第３四半期累計期間
第57期

会計期間
自平成27年４月１日
至平成27年12月31日

自平成28年４月１日
至平成28年12月31日

自平成27年４月１日
至平成28年３月31日

売上高 （千円） 12,080,978 14,795,567 25,799,239

経常利益又は経常損失（△） （千円） △156,450 607,887 2,785,626

四半期（当期）純利益又は四半期純損失

（△）
（千円） △126,851 397,612 1,805,056

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） 15,160,361 16,977,488 17,036,091

総資産額 （千円） 26,896,426 26,961,338 28,815,183

１株当たり四半期（当期）純利益金額又

は１株当たり四半期純損失金額（△）
（円） △15.52 49.16 221.37

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 66.00

自己資本比率 （％） 56.4 63.0 59.1

 

回次
第57期

第３四半期会計期間
第58期

第３四半期会計期間

会計期間
自平成27年10月１日
至平成27年12月31日

自平成28年10月１日
至平成28年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 16.13 35.91

（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．第57期第３四半期累計期間の潜在株式調整後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．第58期第３四半期累計期間及び第57期の潜在株式調整後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。

 

EDINET提出書類

日本電技株式会社(E00313)

四半期報告書

 2/13



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、回復傾向にある世界経済の一部に弱さがみられるものの、企業収

益改善に伴う雇用環境及び個人消費の持ち直しもあり、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、民間設備投資は緩やかな回復基調で推移しました。

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、産業計装関連事業とも増加し、21,566百万円（前年

同期比4.7%増）となりました。売上高につきましても、空調計装関連事業、産業計装関連事業とも増加し、14,795

百万円（同22.5%増）となりました。

損益面につきましては、売上高の増加及び売上利益率の改善により、営業利益が565百万円（前年同期は198百万

円の損失）、経常利益が607百万円（前年同期は156百万円の損失）、四半期純利益は397百万円（前年同期は126百

万円の損失）となりました。

なお、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。

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、新設工事において事務所向け大型物件が増加したことによ

り、18,867百万円（前年同期比2.4%増）となりました。内訳は、新設工事が5,717百万円（同6.8%増）、既設工事

が13,150百万円（同0.6%増）でした。

完成工事高は、新設工事において大型物件が計上されたほか、既設工事において工場や事務所の工事高が増加し

たこと等により、12,860百万円（同21.2%増）となりました。内訳は、新設工事が5,447百万円（同30.7%増）、既

設工事が7,412百万円（同15.0%増）でした。

また、制御機器類販売の受注高及び売上高は、241百万円（同22.8%増）となりました。

総じて、空調計装関連事業の受注高は19,108百万円（同2.6%増）、売上高は13,101百万円（同21.2%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、電気工事及び廃熱回収システムの増加等により、2,237百万円（前年同期比27.5%増）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、1,473百万円（同40.5%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、220百万円（同0.3%減）となりました。

総じて、産業計装関連事業の受注高は2,458百万円（同24.4%増）、売上高は1,693百万円（同33.4%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、80百万円であります。

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28年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成29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28年10月１日～

平成28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28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28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  108,600 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 8,087,200 80,872 －

単元未満株式 普通株式    1,700 － －

発行済株式総数 8,197,500 － －

総株主の議決権 － 80,872 －

 

 

 

②【自己株式等】

平成28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
108,600 － 108,600 1.32

計 － 108,600 － 108,600 1.32

（注）当第３四半期会計期間末日現在の自己株式数は、108,676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28年10月１日から平成28

年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成28年４月１日から平成28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28年３月31日)
当第３四半期会計期間
(平成28年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金預金 3,616,105 4,755,103

受取手形・完成工事未収入金等 8,503,318 ※２ 4,365,295

有価証券 6,404,944 4,704,839

未成工事支出金 4,838,244 6,800,834

商品 9,954 6,890

材料貯蔵品 10,852 11,487

その他 1,027,200 1,130,495

貸倒引当金 △1,061 △560

流動資産合計 24,409,558 21,774,387

固定資産   

有形固定資産 923,962 929,786

無形固定資産 258,044 229,227

投資その他の資産   

投資有価証券 1,893,934 2,708,464

その他 ※１ 1,329,684 ※１ 1,319,471

投資その他の資産合計 3,223,618 4,027,936

固定資産合計 4,405,625 5,186,950

資産合計 28,815,183 26,961,338

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 4,594,758 3,618,466

未払費用 1,772,514 744,249

未払法人税等 987,862 19,040

未成工事受入金 3,031,890 4,380,180

完成工事補償引当金 17,500 17,488

工事損失引当金 48,835 10,042

その他 330,453 291,558

流動負債合計 10,783,815 9,081,027

固定負債   

退職給付引当金 299,537 285,005

役員退職慰労引当金 358,737 311,640

資産除去債務 19,339 19,524

その他 317,662 286,652

固定負債合計 995,276 902,821

負債合計 11,779,092 9,983,849

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 16,158,471 16,022,217

自己株式 △120,086 △120,191

株主資本合計 16,825,124 16,688,765

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 210,966 288,723

評価・換算差額等合計 210,966 288,723

純資産合計 17,036,091 16,977,488

負債純資産合計 28,815,183 26,961,338
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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27年４月１日
　至　平成27年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年12月31日)

売上高   

完成工事高 11,663,391 14,333,828

商品売上高 417,586 461,739

売上高合計 12,080,978 14,795,567

売上原価   

完成工事原価 8,443,083 10,248,312

商品売上原価 293,001 316,031

売上原価合計 8,736,084 10,564,344

売上総利益 3,344,893 4,231,223

販売費及び一般管理費 3,543,032 3,665,974

営業利益又は営業損失（△） △198,138 565,249

営業外収益   

受取利息 13,585 9,348

受取配当金 20,247 22,167

その他 12,632 12,491

営業外収益合計 46,465 44,007

営業外費用   

売上割引 700 470

コミットメントフィー 753 747

その他 3,323 150

営業外費用合計 4,777 1,368

経常利益又は経常損失（△） △156,450 607,887

特別損失   

固定資産除却損 810 8,149

賃貸借契約解約損 859 －

特別損失合計 1,670 8,149

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △158,121 599,738

法人税、住民税及び事業税 5,100 5,500

法人税等調整額 △36,369 196,625

法人税等合計 △31,269 202,125

四半期純利益又は四半期純損失（△） △126,851 397,612
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対

応報告第32号　平成28年６月17日）を第１四半期会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属

設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

この変更による当第３四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

 

（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28年３月31日）
当第３四半期会計期間
（平成28年12月31日）

投資その他の資産（その他） 5,091千円 4,776千円

 

※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28年３月31日）
当第３四半期会計期間
（平成28年12月31日）

受取手形 －千円 67,822千円

 

（四半期損益計算書関係）

前第３四半期累計期間（自平成27年４月１日 至平成27年12月31日）及び当第３四半期累計期間（自平成28年４

月１日 至平成28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27年４月１日
至　平成27年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年12月31日）

減価償却費 127,066千円 131,810千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第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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Ⅱ　当第３四半期累計期間（自平成28年４月１日　至平成28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28年６月29日

定時株主総会
普通株式 493,422 61 平成28年３月31日 平成28年６月30日 利益剰余金

平成28年11月２日

取締役会
普通株式 40,444 5 平成28年９月30日 平成28年12月５日 利益剰余金

 

（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。

 

Ⅱ　当第３四半期累計期間（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
（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 13,101,686 1,693,881 14,795,567 － 14,795,567

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － －

計 13,101,686 1,693,881 14,795,567 － 14,795,567

セグメント利益 1,982,706 106,066 2,088,772 △1,523,523 565,249

（注）１．セグメント利益の調整額△1,523,523千円は、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利益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株当たり四半期純利益金額又は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27年４月１日
至　平成27年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28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（△）
△15円52銭 49円16銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）

（千円）
△126,851 397,612

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利益金額又は四半期純

損失金額（△）（千円）
△126,851 397,612

普通株式の期中平均株式数（千株） 8,175 8,088

（注）前第３四半期累計期間の潜在株式調整後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。当第３四半期累計期間の潜在株式調整後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28年11月２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……………………40,444千円

(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28年12月５日

(注) 平成28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29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 鈴木　裕司　　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28年４月１日から平成29年３月31日までの第58期事業年度の第３四半期会計期間（平成28年10月１日か
ら平成28年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成28年４月１日から平成28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28年12月31日現在の財政状態並びに同日を
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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