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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第2四半期 22,746 11.5 788 △15.0 1,799 △5.0 1,425 △4.7
25年3月期第2四半期 20,408 7.6 928 99.4 1,894 25.4 1,495 △10.6

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 1,764百万円 （23.9％） 25年3月期第2四半期 1,424百万円 （△11.7％）

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

26年3月期第2四半期 56.00 ―
25年3月期第2四半期 58.74 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 58,534 30,483 52.1
25年3月期 57,582 28,999 50.4
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  30,483百万円 25年3月期  28,999百万円

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

25年3月期 ― ― ― 11.00 11.00
26年3月期 ― ―
26年3月期（予想） ― 9.00 9.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 54,100 △3.8 2,900 △40.0 4,750 △29.7 2,880 △41.0 113.14



(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。 

※  注記事項

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） 26年3月期2Q 25,617,717 株 25年3月期 25,617,717 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 160,946 株 25年3月期 159,853 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 25,457,323 株 25年3月期2Q 25,458,850 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

  第１四半期連結会計期間より、「不動産賃貸料」及び「不動産賃貸費用」について表示方法の変更を行っ

ており、遡及処理後の数値で比較・分析を行っております。 

 

（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、東日本大震災の復興が加速され、株価の上昇や個人消

費の持ち直しの動きなどを背景に経済活動は緩やかに回復したものの、各国の財政緊縮による影響や欧州政

府債務問題が懸念されるなど海外景気の下振れが引き続き我が国の景気を下押しするリスクとなり、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、公共設備投資については補正予算の効果から堅調に推移し、民間設備投資につ

いても一部の業種に企業収益の改善が見られたものの、資材価格の高騰などにより依然として受注・価格競

争は厳しい環境で推移いたしました。 

このような状況の中、当社グループは「変革への挑戦」をスローガンとする「中期経営計画『ＮＲビジョ

ン２０１５』(2013～2015 年)」をスタートさせ、経営の合理化・効率化への取組み及び経営体質の強化を推

し進めてまいりました。また、災害復興支援にもグループを挙げて取り組んでまいりました。その結果、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 199 億４千８百万円（対前年同期比 9.3％

減）、売上高は 227 億４千６百万円（対前年同期比 11.5％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７億８千８百万円の営業利益（前年同期は９億２千

８百万円の営業利益）、経常損益は 17 億９千９百万円の経常利益（前年同期は 18 億９千４百万円の経常利

益）、四半期純損益は 14 億２千５百万円の四半期純利益（前年同期は 14 億９千５百万円の四半期純利益）

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、前連結会計年度末に比べ９億５千２百万円増加

し、585 億３千４百万円となりました。（未成工事支出金で 14 億７百万円の増加、投資有価証券で８億２

千１百万円の増加、受取手形・完成工事未収入金等で 13 億９千２百万円の減少） 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ５億３千１百万円減少し、280 億５千１百万円となりま

した。（支払手形・工事未払金等で 42 億２千４百万円の減少、未払法人税等で 18 億９千３百万円の減少、

短期借入金で 71 億９千万円の増加） 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ 14 億８千３百万円増加し、304 億８千３百万円となり

ました。（利益剰余金で 11 億４千５百万円の増加、その他有価証券評価差額金で３億３千９百万円の増加） 

 
（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成 26 年３月期の連結業績予想につきましては、平成 25 年５月 10 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（注記事項）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）会計方針の変更・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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（４）追加情報 
（表示方法の変更） 

従来、「不動産賃貸料」及び「不動産賃貸費用」につきましては、「営業外収益」及び「営業外費用」

に計上しておりましたが、第１四半期連結会計期間より、「売上高」及び「売上原価」に計上する方法に

変更しております。 

これは、当社所有の土地、建物の有効活用を図り収益力の向上に努めるという経営方針に基づき、賃

貸不動産の投資採算管理を強化したことに合わせて、賃貸不動産に係る収益及び費用をより一層適正に表

示するために実施するものであります。 

この表示方法の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを

行っております。 

この結果、前第２四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において、「営業外収益」の「不動産賃

貸料」に表示していた 74,771 千円は、「売上高」に、「営業外費用」の「不動産賃貸費用」に表示してい

た 79,254 千円は、「売上原価」に組替えております。 
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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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 3,672,429 3,718,436

受取手形・完成工事未収入金等 27,144,432 25,752,084

未成工事支出金 1,167,764 2,575,397

商品及び製品 24,406 60,101

仕掛品 6,295 6,853

材料貯蔵品 254,496 344,103

繰延税金資産 822,096 402,764

その他 211,002 224,205

貸倒引当金 △5,233 △4,832

流動資産合計 33,297,688 33,079,114

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 4,240,479 4,144,245

機械・運搬具（純額） 101,622 90,706

工具器具・備品（純額） 86,324 104,046

土地 6,504,902 6,814,424

リース資産（純額） 793,568 936,834

建設仮勘定 1,998,044 1,973,044

有形固定資産合計 13,724,941 14,063,301

無形固定資産 171,996 193,096

投資その他の資産   

投資有価証券 9,937,233 10,758,394

その他 473,165 467,056

貸倒引当金 △22,924 △26,774

投資その他の資産合計 10,387,474 11,198,676

固定資産合計 24,284,412 25,455,074

資産合計 57,582,101 58,534,189
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 13,394,694 9,169,871

短期借入金 768,000 7,958,000

未払法人税等 1,959,258 65,410

未成工事受入金 1,236,578 1,427,494

完成工事補償引当金 505 525

工事損失引当金 87,869 88,642

賞与引当金 1,408,099 743,102

その他 1,805,117 1,066,569

流動負債合計 20,660,123 20,519,615

固定負債   

長期借入金 978,000 699,000

退職給付引当金 4,738,424 4,985,951

役員退職慰労引当金 105,862 118,223

負ののれん 1,193,565 596,782

その他 906,844 1,131,438

固定負債合計 7,922,697 7,531,396

負債合計 28,582,821 28,051,012

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 23,338,020 24,483,638

自己株式 △52,590 △53,366

株主資本合計 27,904,800 29,049,642

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,094,479 1,433,534

その他の包括利益累計額合計 1,094,479 1,433,534

純資産合計 28,999,280 30,483,177

負債純資産合計 57,582,101 58,534,189

日本リーテック㈱1938　平成26年３月期　第２四半期決算短信

-5-



（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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 20,408,402 22,746,832

売上原価 17,984,579 20,295,525

売上総利益 2,423,822 2,451,307

販売費及び一般管理費 1,495,624 1,662,464

営業利益 928,198 788,842

営業外収益   

受取利息 446 441

受取配当金 54,704 58,399

経営指導料 6,693 13,438

負ののれん償却額 596,782 596,782

持分法による投資利益 278,563 312,152

その他 84,667 72,957

営業外収益合計 1,021,857 1,054,171

営業外費用   

支払利息 45,332 35,584

その他 10,444 7,491

営業外費用合計 55,777 43,076

経常利益 1,894,278 1,799,937

特別利益   

固定資産売却益 2,612 －

特別利益合計 2,612 －

特別損失   

固定資産除売却損 120 386

投資有価証券評価損 10,307 335

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 － 3,850

ゴルフ会員権売却損 3,500 －

特別損失合計 13,927 4,572

税金等調整前四半期純利益 1,882,962 1,795,365

法人税、住民税及び事業税 82,661 39,328

法人税等調整額 304,725 330,381

法人税等合計 387,386 369,710

少数株主損益調整前四半期純利益 1,495,576 1,425,655

四半期純利益 1,495,576 1,425,655
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,495,576 1,425,655

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △72,154 330,594

持分法適用会社に対する持分相当額 719 8,460

その他の包括利益合計 △71,435 339,054

四半期包括利益 1,424,141 1,764,709

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,424,141 1,764,709

少数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 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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 1,882,962 1,795,365

減価償却費 326,476 328,074

負ののれん償却額 △596,782 △596,782

貸倒引当金の増減額（△は減少） △549 3,448

賞与引当金の増減額（△は減少） △585,214 △664,997

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △50,530 △54,939

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △1,202 19

工事損失引当金の増減額（△は減少） － 773

退職給付引当金の増減額（△は減少） △43,988 247,527

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △11,673 12,360

受取利息及び受取配当金 △55,151 △58,840

支払利息 45,332 35,584

持分法による投資損益（△は益） △278,563 △312,152

有形固定資産除売却損益（△は益） △2,491 42

投資有価証券評価損益（△は益） 10,307 335

ゴルフ会員権売却損益（△は益） 3,500 －

売上債権の増減額（△は増加） 2,148,670 1,392,347

未成工事支出金の増減額（△は増加） △1,272,785 △1,407,632

その他の資産の増減額（△は増加） △106,961 △138,256

仕入債務の増減額（△は減少） △2,852,206 △4,224,823

未払費用の増減額（△は減少） △156,836 △175,339

未成工事受入金の増減額（△は減少） 103,839 190,915

その他の負債の増減額（△は減少） △454,507 △603,550

小計 △1,948,357 △4,230,520

利息及び配当金の受取額 58,516 72,006

利息の支払額 △46,018 △36,066

法人税等の支払額 △1,279,488 △1,911,572

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,215,347 △6,106,153

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 △64,263 △354,987

有形固定資産の売却による収入 38,715 －

無形固定資産の取得による支出 △23,322 △5,429

投資有価証券の取得による支出 △685 △705

貸付けによる支出 △5,900 △11,240

貸付金の回収による収入 15,554 13,857

その他 23,149 629

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,753 △357,875
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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） 3,582,000 7,280,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △92,943 △121,111

長期借入金の返済による支出 △384,000 △369,000

自己株式の取得による支出 △222 △776

配当金の支払額 △190,024 △279,075

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,914,808 6,510,036

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） △317,291 46,007

現金及び現金同等物の期首残高 3,225,251 3,659,425

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,907,959 3,705,433
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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24年4月1日　至　平成24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25年4月1日　至　平成25年9月30日)

(電気設備工事業） (電気設備工事業）

(兼業事業）

61.7

1,980,114

％

第２四半期

構成比率

送 電 線 設 備 1,253,253 6.2

13,587,067

1,962,845

％

69.8

千円

94.3

8.71,782,192

平成25年3月期

第２四半期

前年同四半期

平成25年3月期

前年同四半期

構成比率

合 計 19,948,270 100.0 合 計

受注工事高 売　上　高

道 路 設 備

小　　　　　計

屋内外電気設備

100.0

0.3

22,746,832

5.8

93.3

1,324,036

1,459,891 6.4

21,211,723

8.7

不 動 産 売 上

送 電 線 設 備

75,218

屋内外電気設備

3,058,763

当四半期

2,898,923 14.5

51.6 鉄 道 電 気 設 備

千円 ％

第２四半期

平成26年3月期

千円

道 路 設 備 5,825,519

受注工事高

第２四半期

鉄 道 電 気 設 備

9.6

13.5

売　上　高

千円 ％

14,848,809 65.3

道 路 設 備

構成比率

屋内外電気設備 1,911,200 8.7 屋内外電気設備

道 路 設 備 3,563,592 16.2

小 計 19,246,018

鉄 道 電 気 設 備 14,247,727

送 電 線 設 備 2,939,240 13.4

5.31,087,612

20,408,402 100.0合 計

不 動 産 売 上 74,771 0.4

兼 業 売 上

兼 業 売 上

100.0

29.2

送 電 線 設 備

構成比率

4.7

合 計 22,001,101

鉄 道 電 気 設 備

当四半期

平成26年3月期

10,298,399

925,428
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