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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13期

第２四半期
連結累計期間

第14期
第２四半期
連結累計期間

第13期

会計期間
自 2021年４月１日
至 2021年９月30日

自 2022年４月１日
至 2022年９月30日

自 2021年４月１日
至 2022年３月31日

売上高 (千円) 21,059,425 20,010,071 53,231,323

経常利益又は経常損失(△) (千円) △325,988 △927,545 3,304,676

親会社株主に帰属する
当期純利益
又は親会社株主に帰属する
四半期純損失(△)  

(千円) △248,796 △714,503 2,403,153

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △339,035 △610,877 1,795,689

純資産額 (千円) 53,369,621 54,214,382 55,504,345

総資産額 (千円) 79,303,650 77,769,930 79,857,670

１株当たり当期純利益
又は１株当たり四半期純損失
(△)

(円) △9.89 △28.41 95.55

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 67.3 69.7 69.5

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △4,247,226 △3,463,790 2,625,416

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △302,306 △585,562 △455,039

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 4,137,643 2,598,526 △1,088,844

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 6,335,406 6,378,001 7,828,827
 

 

回次
第13期

第２四半期
連結会計期間

第14期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 2021年７月１日
至 2021年９月30日

自 2022年７月１日
至 2022年９月30日

１株当たり四半期純利益 (円) 10.79 2.38
 

(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．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、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２四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。

EDINET提出書類

日本リーテック株式会社(E00185)

四半期報告書

 3/24



第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四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 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　本文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものである。　
 

（１）財政状態及び経営成績の状況

① 経営成績の状況

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症に対する各種政策やワクチン接

種普及等の効果もあり、社会・経済活動正常化への動きが見られたものの、７月以降に急拡大した感染第７波に

加え、エネルギー価格の上昇や急速な円安進行により、景気の先行きは依然として不透明な状況で推移した。

このような状況の中、当社グループは2022年度を初年度とする中期経営計画「Change and Innovation RIETEC

2024」をスタートさせ、サステナビリティを巡る新たな社会ニーズへの貢献やデジタル技術の導入による生産性

向上に努めるとともに、経営成績の回復に向けて各種施策を推進している。

受注高については、公共投資が底堅く推移していることに加え、民間設備投資の持ち直しの動きに呼応し、

徐々に回復の兆しが見え始めてきたものの、前年同期における屋内外電気設備部門及び送電線設備部門の大型プ

ロジェクト工事受注の反動減等により、224億５千６百万円（前年同期は257億５千２百万円）となった。屋内外

電気設備部門及び送電線設備部門では、今後第３四半期から第４四半期にかけて大型プロジェクト工事の受注が

見込まれている。売上高については、施工は順調に推移しているが、例年、上半期の売上高で大きな割合を構成

する繰越工事が前年度対比で減少したこと等により、200億１千万円（前年同期は210億５千９百万円）となっ

た。

利益については、売上高が減少したことに加え、受注条件の厳しい工事が増加していること等により、10億５

千５百万円の営業損失（前年同期は４億３千９百万円の営業損失）、９億２千７百万円の経常損失（前年同期は

３億２千５百万円の経常損失）、７億１千４百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失（前年同期は２億４千

８百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失）となった。

なお、当社グループの業績は、販売費及び一般管理費等の固定費は各四半期に概ね均等に発生する一方で、工

事の完成引渡しが第４四半期に集中することから、売上高、利益ともに第４四半期に偏重する季節的変動があ

る。

 

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224億５千６百万円（対前年同期比12.8％減）、完成工事高は186億４

千５百万円（対前年同期比5.6％減）、営業利益は４億３千５百万円（前年同期は９億７千８百万円の営業利益）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124億４千６百万円、完成工事高は116億５千９百万円となった。

［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56億３千６百万円、完成工事高は28億６千３百万円となった。

［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・改修工事等により、

受注工事高は13億７千５百万円、完成工事高は10億２千２百万円となった。

［送電線設備部門］

　送電線設備工事については、電力会社各社の架空送電線路工事により、受注工事高は29億９千８百万円、完成工

事高は31億円となった。
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（ 兼 業 事 業 ）

　兼業事業については、主に鉄道及び道路標識、電設資材、交通安全用品の販売等により、売上高は11億６千６百

万円（対前年同期比5.2％増）、営業損失は２千６百万円（前年同期は５千８百万円の営業損失）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１億９千８百万円（対前年同期比3.0％

増）、営業利益は８千３百万円（前年同期は７千７百万円の営業利益）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営業損失としている。

 

② 財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ20億８千７百万円減少し、777億６千９百万

円となった。（未成工事支出金で12億６千６百万円の増加、現金預金で14億５千万円の減少、受取手形・完成工

事未収入金等で29億２千２百万円の減少）

負債は、前連結会計年度末に比べ７億９千７百万円減少し、235億５千５百万円となった。（短期借入金で35億

円の増加、支払手形・工事未払金等で23億９千３百万円の減少、未払法人税等で７億４千２百万円の減少）

純資産は、前連結会計年度末に比べ12億８千９百万円減少し、542億１千４百万円となった。（利益剰余金で13

億９千３百万円の減少、その他有価証券評価差額金で９千５百万円の増加）

　

（２）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、財務活動による資金の流

入、営業活動及び投資活動による資金の流出により63億７千８百万円（前年同期は63億３千５百万円）となった。

［営業活動によるキャッシュ・フロー］

　当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローの流出額は34億６千３百万円（前年同期は42億

４千７百万円の流出）となった。これは主に、売上債権の減少による資金の流入、仕入債務の減少、未成工事支出

金の増加、法人税等の支払いによる資金の流出によるものである。

［投資活動によるキャッシュ・フロー］

　当第２四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローの流出額は５億８千５百万円（前年同期は３億

２百万円の流出）となった。これは主に、水戸支社の建替、静岡営業所の建物等の有形固定資産の取得によるもの

である。

［財務活動によるキャッシュ・フロー］

　当第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローの流入額は25億９千８百万円（前年同期は41億

３千７百万円の流入）となった。これは主に、短期借入金の純増加によるものである。 

 

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四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２四半期連結累計期間における研究開発活動費の総額は６百万円である。

 

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四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。　
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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２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2022年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2022年11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 25,617,717 25,617,717
東京証券取引所
プライム市場

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】

① 【ストックオプション制度の内容】

　該当事項なし。　

 
② 【その他の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) 【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)

2022年７月１日～
2022年９月30日

― 25,617,717 ― 1,430,962 ― 649,201
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(5) 【大株主の状況】

2022年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式(自己株式を
除く。)の総数に対する
所有株式数の割合(％)

東日本旅客鉄道株式会社 東京都渋谷区代々木２－２－２ 4,319 17.17

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町２－11－３ 1,577 6.27

日本リーテック取引先持株会 東京都千代田区神田錦町１－６ 1,512 6.01

日本リーテック従業員持株会 東京都千代田区神田錦町１－６ 1,117 4.44

日本電設工業株式会社 東京都台東区池之端１－２－23 1,045 4.16

BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED
STOCK FUND (PRINCIPAL ALL
SECTOR SUBPORTFOLIO) (常任代
理人 株式会社三菱UFJ銀行)

245 SUMMER STREET BOSTON MA 02210
U.S.A. (東京都千代田区丸の内２－７
－１）

984 3.92

光通信株式会社 東京都豊島区西池袋１－４－10 984 3.91

住友電気工業株式会社 大阪府大阪市中央区北浜４－５－33 756 3.01

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町１－５－５ 756 3.01

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 734 2.92

計 ― 13,789 54.82
 

 

(注) 2022年９月７日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、エフエムアール　エルエルシー（FMR

LLC）が2022年８月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2022年９月30

日現在における実質所有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況には含めていない。

なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりである。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

(千株)
株券等保有割合

(％)
エフエムアール　エルエル
シー（FMR LLC）

米国 02210 マサチューセッツ州ボスト
ン、サマー・ストリート245

1,759 6.87
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2022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 466,400
 

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

251,353 ―
25,135,300

単元未満株式
普通株式

― 一単元（100株）未満の株式
16,017

発行済株式総数 25,617,717 ― ―

総株主の議決権 ― 251,353 ―
 

(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4,000株(議決権40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16株が含まれている。

 

 

② 【自己株式等】

  2022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

466,400 ― 466,400 1.82

計 ― 466,400 ― 466,400 1.82
 

 

 

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２四半期連結会計期間(2022年７月１日から2022年

９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2022年４月１日から2022年９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
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金預金 7,841,834 6,391,008

  受取手形・完成工事未収入金等 35,052,626 32,129,637

  未成工事支出金 667,010 1,933,995

  商品及び製品 85,021 88,501

  仕掛品 7,728 8,259

  材料貯蔵品 250,867 265,264

  その他 199,692 743,118

  流動資産合計 44,104,781 41,559,786

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物・構築物（純額） 9,421,878 9,174,899

   機械・運搬具（純額） 259,979 351,935

   工具器具・備品（純額） 284,386 285,063

   土地 8,132,696 8,132,696

   リース資産（純額） 1,658,931 1,851,823

   建設仮勘定 112,402 227,947

   有形固定資産合計 19,870,274 20,024,366

  無形固定資産 605,945 637,702

  投資その他の資産   

   投資有価証券 14,397,294 14,422,162

   その他 883,800 1,130,337

   貸倒引当金 △4,425 △4,425

   投資その他の資産合計 15,276,669 15,548,075

  固定資産合計 35,752,889 36,210,144

 資産合計 79,857,670 77,769,930
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形・工事未払金等 6,750,303 4,356,533

  電子記録債務 2,719,159 2,251,237

  短期借入金 - 3,500,000

  未払法人税等 825,223 82,701

  未成工事受入金 110,265 327,387

  完成工事補償引当金 7,708 2,592

  賞与引当金 1,205,657 990,137

  その他 5,515,364 4,614,975

  流動負債合計 17,133,682 16,125,564

 固定負債   

  退職給付に係る負債 5,317,423 5,363,702

  役員退職慰労引当金 31,387 28,227

  その他 1,870,831 2,038,053

  固定負債合計 7,219,642 7,429,983

 負債合計 24,353,325 23,555,547

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 49,567,246 48,173,658

  自己株式 △343,500 △343,500

  株主資本合計 53,860,131 52,466,543

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 1,660,479 1,755,971

  退職給付に係る調整累計額 △16,265 △8,132

  その他の包括利益累計額合計 1,644,213 1,747,839

 純資産合計 55,504,345 54,214,382

負債純資産合計 79,857,670 77,769,930
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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２四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

売上高 ※1  21,059,425 ※1  20,010,071

売上原価 19,188,404 18,565,907

売上総利益 1,871,020 1,444,164

販売費及び一般管理費 ※2  2,310,225 ※2  2,499,823

営業損失（△） △439,204 △1,055,659

営業外収益   

 受取利息 284 307

 受取配当金 95,656 90,828

 物品売却益 97,543 95,789

 その他 26,406 35,600

 営業外収益合計 219,890 222,526

営業外費用   

 支払利息 23,969 23,774

 持分法による投資損失 77,365 53,636

 その他 5,340 17,000

 営業外費用合計 106,674 94,411

経常損失（△） △325,988 △927,545

特別利益   

 固定資産売却益 39,770 -

 投資有価証券売却益 - 100

 特別利益合計 39,770 100

特別損失   

 固定資産除売却損 2,233 44,783

 特別損失合計 2,233 44,783

税金等調整前四半期純損失（△） △288,451 △972,228

法人税、住民税及び事業税 43,393 33,619

法人税等調整額 △83,048 △291,344

法人税等合計 △39,655 △257,725

四半期純損失（△） △248,796 △714,503

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △248,796 △714,503
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

四半期純損失（△） △248,796 △714,503

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △44,307 95,339

 退職給付に係る調整額 △47,247 8,132

 持分法適用会社に対する持分相当額 1,316 152

 その他の包括利益合計 △90,238 103,625

四半期包括利益 △339,035 △610,877

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △339,035 △610,877

 非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前四半期純損失（△） △288,451 △972,228

 減価償却費 582,241 654,386

 賞与引当金の増減額（△は減少） △891,140 △215,520

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） △66,229 △55,654

 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △1,316 △5,116

 工事損失引当金の増減額（△は減少） 2,957 -

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △6,959 57,997

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5,270 △3,160

 受取利息及び受取配当金 △95,940 △91,135

 支払利息 23,969 23,774

 持分法による投資損益（△は益） 77,365 53,636

 有形固定資産除売却損益（△は益） △37,536 44,783

 投資有価証券売却損益（△は益） - △100

 売上債権の増減額（△は増加） 1,893,937 2,922,989

 未成工事支出金の増減額（△は増加） △979,901 △1,266,984

 その他の資産の増減額（△は増加） △234,889 △508,354

 仕入債務の増減額（△は減少） △3,337,462 △2,861,011

 未払費用の増減額（△は減少） △144,462 △94,587

 未成工事受入金の増減額（△は減少） 790,039 217,122

 その他の負債の増減額（△は減少） △353,155 △772,946

 小計 △3,072,205 △2,872,110

 利息及び配当金の受取額 155,862 150,133

 利息の支払額 △24,161 △23,774

 法人税等の支払額 △1,306,721 △718,039

 営業活動によるキャッシュ・フロー △4,247,226 △3,463,790

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △206,004 △519,866

 有形固定資産の売却による収入 148,445 -

 有形固定資産の除却による支出 △1,737 △8,590

 無形固定資産の取得による支出 △247,129 △2,934

 投資有価証券の取得による支出 △800 -

 投資有価証券の売却による収入 - 174

 貸付けによる支出 △5,949 △62,900

 貸付金の回収による収入 10,604 8,645

 その他 264 △91

 投資活動によるキャッシュ・フロー △302,306 △585,562
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           (単位：千円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） 5,000,000 3,500,000

 ファイナンス・リース債務の返済による支出 △185,492 △223,853

 自己株式の取得による支出 △65 -

 配当金の支払額 △676,797 △677,620

 財務活動によるキャッシュ・フロー 4,137,643 2,598,526

現金及び現金同等物に係る換算差額 - -

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △411,889 △1,450,826

現金及び現金同等物の期首残高 6,747,295 7,828,827

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  6,335,406 ※  6,378,001
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【注記事項】

(追加情報)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)

前連結会計年度の有価証券報告書の（重要な会計上の見積り）に記載した新型コロナウイルス感染症の世界的

拡大の影響に関する仮定について重要な変更はない。

 
 

 
 

(四半期連結損益計算書関係)

※１　売上高の季節的変動

前第２四半期連結累計期間（自 2021年４月１日　至 2021年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

2022年４月１日　至 2022年９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。

 

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりである。

 
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)

従業員給料手当 772,453千円 794,217千円

賞与引当金繰入額 225,548 217,274 

退職給付費用 36,292 55,790 

役員退職慰労引当金繰入額 3,785 3,440 
 

 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとお

りである。

 

 
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)

現金預金勘定 6,348,413千円 6,391,008千円

預入期間が３か月を超える定期
預金

△13,006 △13,007

現金及び現金同等物 6,335,406 6,378,001
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(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９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

2021年６月24日
定時株主総会

普通株式 679,086 27.00 2021年３月31日 2021年６月25日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第２四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２四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２四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９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

2022年６月24日
定時株主総会

普通株式 679,085 27.00 2022年３月31日 2022年６月27日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第２四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２四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２四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９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 19,758,059 1,109,175 192,190 21,059,425 ― 21,059,425

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高 ― 343,983 24,279 368,262 △368,262 ―

計 19,758,059 1,453,158 216,469 21,427,687 △368,262 21,059,425

セグメント利益又は損失(△) 978,391 △58,003 77,934 998,322 △1,437,527 △439,204
 

(注)　1.　セグメント利益又は損失の調整額△1,437,527千円には、セグメント間取引消去21,177千円、各報告セグメ

ントに配分していない全社費用△1,458,704千円が含まれている。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。

 
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９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 18,645,075 1,166,981 198,014 20,010,071 ― 20,010,071

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高 ― 519,771 23,215 542,986 △542,986 ―

計 18,645,075 1,686,752 221,230 20,553,058 △542,986 20,010,071

セグメント利益又は損失(△) 435,461 △26,002 83,864 493,324 △1,548,983 △1,055,659
 

(注)　1.　セグメント利益又は損失の調整額△1,548,983千円には、セグメント間取引消去19,497千円、各報告セグメ

ントに配分していない全社費用△1,568,481千円が含まれている。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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(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

 
前第２四半期連結累計期間（自　2021年４月１日 至　2021年９月30日）

 
  (単位：千円)

 

 報告セグメント

合計
電気設備工事業 兼業事業 不動産賃貸事業

鉄道電気設備 12,061,744 ― ― 12,061,744

道路設備 3,070,564 ― ― 3,070,564

屋内外電気設備 1,748,172 ― ― 1,748,172

送電線設備 2,877,578 ― ― 2,877,578

兼業 ― 1,109,175 ― 1,109,175

顧客との契約から生じる収益 19,758,059 1,109,175 ― 20,867,235

その他の収益 ― ― 192,190 192,190

外部顧客への売上高 19,758,059 1,109,175 192,190 21,059,425
 

 
当第２四半期連結累計期間（自　2022年４月１日 至　2022年９月30日）

 
  (単位：千円)

 

 報告セグメント

合計
電気設備工事業 兼業事業 不動産賃貸事業

鉄道電気設備 11,659,095 ― ― 11,659,095

道路設備 2,863,113 ― ― 2,863,113

屋内外電気設備 1,022,361 ― ― 1,022,361

送電線設備 3,100,505 ― ― 3,100,505

兼業 ― 1,166,981 ― 1,166,981

顧客との契約から生じる収益 18,645,075 1,166,981 ― 19,812,056

その他の収益 ― ― 198,014 198,014

外部顧客への売上高 18,645,075 1,166,981 198,014 20,010,071
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりである。

 

 
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)

１株当たり四半期純損失(△) △9円89銭 △28円41銭

    (算定上の基礎)   

   親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) △248,796 △714,503

   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損
失(△)(千円)

△248,796 △714,503

    普通株式の期中平均株式数(株) 25,151,328 25,151,301
 

　(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、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。

EDINET提出書類

日本リーテック株式会社(E00185)

四半期報告書

22/24



独立監査人の四半期レビュー報告書
 

2022年11月10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

　東京事務所
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 斉　藤　　直　樹  

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 西　谷　　直　博  

 

監査人の結論

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2022年４月１日から2023年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（2022年７月１日から

2022年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2022年４月１日から2022年９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、四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

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2022年９月30日現在の

財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示

していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

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。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、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基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書にお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。

監査人は、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従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・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する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。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。
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・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、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、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められない

かどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書に

おいて四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注

記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められてい

る。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企

業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、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

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財

務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信

じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監

査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講

じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子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．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社（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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