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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期第2四半期 18,883 4.0 489 227.2 1,510 24.3 1,673 73.7
23年3月期第2四半期 18,151 2.7 149 77.8 1,215 10.6 963 1.4

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 1,612百万円 （132.0％） 23年3月期第2四半期 695百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

24年3月期第2四半期 65.71 ―

23年3月期第2四半期 37.82 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 48,846 21,570 44.2
23年3月期 50,019 20,152 40.3

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  21,570百万円 23年3月期  20,152百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

23年3月期 ― ― ― 7.50 7.50
24年3月期 ― ―

24年3月期（予想） ― 7.50 7.50

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 47,400 3.1 2,100 △17.8 3,760 △18.7 2,960 △10.7 116.27



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表のレビュー手続が実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報及び合理的と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 25,617,717 株 23年3月期 25,617,717 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 157,558 株 23年3月期 157,323 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 25,460,249 株 23年3月期2Q 25,462,368 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 
 
（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災及び原子力発電所事故の影響により厳

しい状況にあるものの、サプライチェーンの復旧による生産の回復や個人消費の改善により持ち直しの動

きも見られましたが、急速な円高の進行や株価の低迷などにより、景気の先行きについては依然不透明な

状況が続いております。 

建設業界におきましては、東日本大震災による復興需要が見込まれるものの、公共設備投資は引き続き

低水準で推移し、民間設備投資についても企業収益が減少傾向にあることから、依然として受注・価格競

争は厳しい環境で推移いたしました。 

このような状況のもと、当社グループの当第２四半期の連結業績につきましては、受注高は 203 億２千

６百万円（対前年同期比 20.5％増）、売上高は 188 億８千３百万円（対前年同期比 4.0％増）となりました。 

利益につきましては、経営の効率化を推進し、収益の向上に努めた結果、営業損益は４億８千９百万円

の営業利益（前年同期は１億４千９百万円の営業利益）、経常損益は 15 億１千万円の経常利益（前年同期

は 12 億１千５百万円の経常利益）、四半期純損益は 16 億７千３百万円の四半期純利益（前年同期は９億

６千３百万円の四半期純利益）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 
   当第２四半期連結会計期間末の総資産につきましては、現金預金で９億２百万円の減少、受取手形・完

成工事未収入金等で９億４百万円の減少等、未成工事支出金で６億４千４百万円の増加等があり、前連結

会計年度末に比べ 11 億７千２百万円減少し、488 億４千６百万円となりました。 

負債につきましては、支払手形・工事未払金等で 19 億１千万円の減少、未成工事受入金で 14 億８千８

百万円の減少等、短期借入金で 32 億８千万円の増加等により、前連結会計年度末に比べ 25 億９千万円減

少し、272 億７千６百万円となりました。 

純資産につきましては、利益剰余金で 14 億７千８百万円の増加等、その他有価証券評価差額金で６千

万円の減少等があり、前連結会計年度末に比べ 14 億１千８百万円増加し、215 億７千万円となりました。 

 
（３）連結業績予想に関する定性的情報 
   平成 24 年３月期の連結業績予想につきましては、平成 23 年５月 12 日に公表いたしました連結業績予

想に変更はありません。 

   
２．サマリー情報（その他）に関する事項 
 
（１） 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 
    該当事項はありません。 

 
（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 
    該当事項はありません。 

 
（３）会計処理の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 3,203,319 2,300,450

受取手形・完成工事未収入金等 18,511,277 17,606,729

未成工事支出金 3,616,969 4,261,102

商品及び製品 23,291 74,896

仕掛品 9,854 9,109

材料貯蔵品 226,908 295,777

繰延税金資産 662,064 488,309

その他 345,057 337,954

貸倒引当金 △11,033 △9,339

流動資産合計 26,587,711 25,364,990

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 4,662,637 4,859,797

機械・運搬具（純額） 137,364 152,993

工具器具・備品（純額） 103,819 110,133

土地 9,505,100 7,237,551

リース資産（純額） 764,756 711,614

建設仮勘定 212,100 1,977,244

有形固定資産合計 15,385,780 15,049,335

無形固定資産 196,836 248,098

投資その他の資産   

投資有価証券 7,377,455 7,623,754

その他 484,589 580,397

貸倒引当金 △13,237 △19,612

投資その他の資産合計 7,848,806 8,184,539

固定資産合計 23,431,423 23,481,973

資産合計 50,019,134 48,846,964
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 9,164,450 7,253,921

短期借入金 2,422,000 5,702,000

未払法人税等 762,268 373,889

未成工事受入金 3,517,255 2,028,513

完成工事補償引当金 2,555 1,531

災害損失引当金 32,035 16,452

賞与引当金 1,209,466 769,099

その他 1,575,032 959,641

流動負債合計 18,685,064 17,105,049

固定負債   

長期借入金 1,792,000 1,520,000

退職給付引当金 4,867,443 4,836,889

役員退職慰労引当金 141,412 94,369

負ののれん 3,580,697 2,983,914

その他 800,463 736,580

固定負債合計 11,182,016 10,171,754

負債合計 29,867,081 27,276,804

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,430,962 1,430,962

資本剰余金 3,188,408 3,188,408

利益剰余金 15,276,870 16,755,610

自己株式 △51,654 △51,741

株主資本合計 19,844,586 21,323,238

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 307,467 246,921

その他の包括利益累計額合計 307,467 246,921

純資産合計 20,152,053 21,570,159

負債純資産合計 50,019,134 48,846,964
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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 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 18,151,286 18,883,785

売上原価 16,350,635 16,802,261

売上総利益 1,800,650 2,081,524

販売費及び一般管理費 1,651,013 1,591,985

営業利益 149,637 489,538

営業外収益   

受取利息 2,255 1,157

受取配当金 58,161 58,028

不動産賃貸料 96,428 74,340

経営指導料 18,957 8,050

負ののれん償却額 596,782 596,782

持分法による投資利益 337,548 366,386

その他 103,715 66,161

営業外収益合計 1,213,850 1,170,908

営業外費用   

支払利息 48,636 45,963

不動産賃貸費用 94,825 98,407

その他 4,842 5,401

営業外費用合計 148,304 149,772

経常利益 1,215,183 1,510,673

特別利益   

移転補償金 － 815,582

貸倒引当金戻入額 8,923 －

その他 101 5,556

特別利益合計 9,025 821,139

特別損失   

固定資産除売却損 81,972 1,156

減損損失 － 174,496

投資有価証券評価損 52,174 15,238

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 20,337 －

その他 949 3,600

特別損失合計 155,433 194,492

税金等調整前四半期純利益 1,068,774 2,137,320

法人税、住民税及び事業税 66,365 353,399

法人税等調整額 39,384 110,910

法人税等合計 105,750 464,310

少数株主損益調整前四半期純利益 963,024 1,673,010

四半期純利益 963,024 1,673,010
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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 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 963,024 1,673,010

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △247,345 △62,841

持分法適用会社に対する持分相当額 △20,502 2,295

その他の包括利益合計 △267,847 △60,546

四半期包括利益 695,176 1,612,464

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 695,176 1,612,464

少数株主に係る四半期包括利益 － －

日本リーテック㈱(1938)　平成24年３月期　第２四半期決算短信

-6-



（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 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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利益 1,068,774 2,137,320

減価償却費 297,656 342,021

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 20,337 －

負ののれん償却額 △596,782 △596,782

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13,388 4,680

賞与引当金の増減額（△は減少） △518,700 △437,202

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △64,643 △48,404

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △1,077 △1,023

工事損失引当金の増減額（△は減少） △11,920 －

災害損失引当金の増減額（△は減少） － △15,583

退職給付引当金の増減額（△は減少） △41,207 △30,554

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △72,818 △47,042

受取利息及び受取配当金 △60,417 △59,185

支払利息 48,636 45,963

持分法による投資損益（△は益） △337,548 △366,386

有形固定資産除売却損益（△は益） 44,255 △5,247

投資有価証券評価損益（△は益） 52,174 15,238

減損損失 － 174,496

移転補償金 － △815,582

売上債権の増減額（△は増加） 6,945,134 904,548

未成工事支出金の増減額（△は増加） △1,236,656 △644,133

その他の資産の増減額（△は増加） △19,922 △150,282

仕入債務の増減額（△は減少） △6,665,891 △1,920,846

未払費用の増減額（△は減少） △44,009 △134,167

未成工事受入金の増減額（△は減少） 194,788 △1,488,741

その他の負債の増減額（△は減少） △775,308 △271,802

小計 △1,788,533 △3,408,698

利息及び配当金の受取額 68,738 67,455

利息の支払額 △47,661 △46,295

法人税等の支払額 △1,677,862 △734,204

移転補償金の受取額 － 882,657

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,445,319 △3,239,085
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △300

定期預金の払戻による収入 340,000 －

有形固定資産の取得による支出 △654,559 △543,577

有形固定資産の売却による収入 24,269 227,057

無形固定資産の取得による支出 △54,486 △81,419

投資有価証券の取得による支出 △704 △694

貸付けによる支出 △275,600 △230,340

貸付金の回収による収入 264,741 233,429

その他 8,308 6,478

投資活動によるキャッシュ・フロー △348,030 △389,367

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） 3,580,000 3,460,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △53,395 △82,095

長期借入れによる収入 450,000 －

長期借入金の返済による支出 △562,000 △452,000

自己株式の取得による支出 △558 △87

配当金の支払額 △228,021 △190,174

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,186,024 2,735,642

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） △607,325 △892,811

現金及び現金同等物の期首残高 2,267,572 3,189,617

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △10,357

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,660,247 2,286,448
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（４）継続企業の前提に関する注記

 該当事項はありません。

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

 該当事項はありません。

４.　補足情報

部門別受注工事高及び売上高

前第２四半期連結累計期間(自　平成22年4月1日　至　平成22年9月30日)

(電気設備工事業） (電気設備工事業）

(兼業事業）

当第２四半期連結累計期間(自　平成23年4月1日　至　平成23年9月30日)

(電気設備工事業） (電気設備工事業）

(兼業事業）

6.6

合 計 16,874,140 100.0 合 計 18,151,286 100.0

送 電 線 設 備 1,525,817

兼 業 売 上 1,198,018

8.4

小 計 16,953,268 93.4

送 電 線 設 備 1,231,484 7.3

道 路 設 備 2,739,456 15.1

屋内外電気設備 1,348,890 8.0 屋内外電気設備 1,551,448 8.5

道 路 設 備 3,522,560 20.9

鉄 道 電 気 設 備 10,771,204 63.8

平成24年3月期

第２四半期

受注工事高

当四半期

構成比率平成24年3月期

第２四半期

13,634,896 67.1 鉄 道 電 気 設 備

千円 ％

10.3

売　上　高

千円 ％

13,751,822 72.8

道 路 設 備

構成比率

屋内外電気設備 1,143,083 5.6

千円

道 路 設 備 4,193,353 20.6

鉄 道 電 気 設 備

平成23年3月期

千円

前年同四半期

94.5

屋内外電気設備 1,120,044

構成比率

1,936,826

当四半期

鉄 道 電 気 設 備 11,136,546

17,842,807

5.9

兼 業 売 上

送 電 線 設 備

1,040,978

5.51,355,227 6.7

合 計 20,326,561 100.0 合 計 100.0

5.5

18,883,785

送 電 線 設 備 1,034,113

小　　　　　計

％

61.4

受注工事高 売　上　高

平成23年3月期

第２四半期

前年同四半期

構成比率

％

第２四半期
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