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1. 2021年3月期第2四半期の連結業績（2020年4月1日～2020年9月30日）

(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
親会社株主に帰属する

四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年3月期第2四半期 22,159 △15.8 1,267 71.9 1,626 58.5 1,148 62.4

2020年3月期第2四半期 26,332 21.2 737 35.2 1,026 19.6 707 16.1

（注）包括利益 2021年3月期第2四半期　　915百万円 （18.7％） 2020年3月期第2四半期　　771百万円 （△13.6％）

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

2021年3月期第2四半期 45.68 ―

2020年3月期第2四半期 28.13 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2021年3月期第2四半期 77,616 52,122 67.2

2020年3月期 79,712 51,886 65.1

（参考）自己資本 2021年3月期第2四半期 52,122百万円 2020年3月期 51,886百万円

2. 配当の状況

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

2020年3月期 ― ― ― 27.00 27.00

2021年3月期 ― ―

2021年3月期（予想） ― 27.00 27.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 2021年3月期の連結業績予想（2020年4月1日～2021年3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 54,000 △12.3 3,940 △13.0 4,270 △17.1 2,970 △18.3 118.08

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

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

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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

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

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年3月期2Q 25,617,717 株 2020年3月期 25,617,717 株

② 期末自己株式数 2021年3月期2Q 466,377 株 2020年3月期 466,216 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期2Q 25,151,426 株 2020年3月期2Q 25,151,519 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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。



○添付資料の目次 

 

１．当四半期決算に関する定性的情報 ………………………………………………………………………… 2 

(１) 経営成績に関する説明 ………………………………………………………………………………… 2 

(２) 財政状態に関する説明 ………………………………………………………………………………… 2 

(３) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………………… 2 

 

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 ………………………………………………………………………… 3 

 (１) 四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………… 3 

   (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 …………………………………………… 5 

(３) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………………… 7 

(４) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………… 9 

（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………… 9 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………………… 9 

 

３．補足情報 ……………………………………………………………………………………………………… 9 

     部門別受注高・売上高・繰越高の状況 ………………………………………………………………… 9 

 

 

日本リーテック(株)1938　2021年３月期第２四半期決算短信

－1－



 

１．当四半期決算に関する定性的情報 

 

（１）経営成績に関する説明 

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の影響により、あらゆる

社会・経済活動が大きく抑制され、極めて厳しい状態に置かれました。現在、新しい生活様式のもと、景

気は緩やかな持ち直し局面に入りつつあるものの、引き続き国内外の動向注視が必要となっております。 

建設業界におきましては、公共投資は関連予算の執行により堅調に推移しているものの、民間設備投資

は輸出の急速な落ち込みや先行き不透明感の高まりから投資マインドが低下しており、市場の縮小も懸念

されております。 

このような状況の中、当社グループは「工事を通じてインフラを支え、社会に貢献する」という使命を

果たすべく、事業への影響を最小限に抑えるため、引き続き感染拡大防止策を積極的に進めるとともに、

受注の確保と着実な施工に努めてまいりました。 

この結果、受注高につきましては、199 億円（対前年同期比 0.5％増）と前年同期とほぼ同水準となり

ました。新型コロナウイルス感染症の影響で発注時期の延期等により、対前年同期比で鉄道電気設備部門

の減少があったものの、道路設備・屋内外電気設備・送電線の各部門については大型工事を含め受注が堅

調に推移いたしました。 

売上高につきましては、前年度からの繰越工事をはじめ施工が順調に進捗し、221億５千９百万円（対

前年同期比 15.8％減）となりました。なお、前年同期比で減少となった主要因は大型プロジェクト工事

の売上反動減によるものとなります。 

利益につきましては、高い原価率であった大型プロジェクト工事が前年度に完成引渡しとなったことで

利益率が改善し、加えて更なるコストダウンにも取り組んだ結果、12 億６千７百万円の営業利益（前年

同期は７億３千７百万円の営業利益）、16 億２千６百万円の経常利益（前年同期は 10 億２千６百万円の

経常利益）、11億４千８百万円の親会社株主に帰属する四半期純利益（前年同期は７億７百万円の親会社

株主に帰属する四半期純利益）となりました。 

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

的変動があります。 

 

（２）財政状態に関する説明 

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 20億９千５百万円減少し、776 億１

千６百万円となりました。（現金預金で 13億７百万円の増加、未成工事支出金で 13億３千７百万円の増加、

受取手形・完成工事未収入金等で 53 億４千４百万円の減少） 

負債は、前連結会計年度末に比べ 23 億３千１百万円減少し、254 億９千４百万円となりました。（短期

借入金で 39億５千万円の増加、支払手形・工事未払金等で 40億８千２百万円の減少、未払法人税等で 13

億８千７百万円の減少） 

純資産は、前連結会計年度末に比べ２億３千６百万円増加し、521億２千２百万円となりました。（利益

剰余金で４億６千９百万円の増加、その他有価証券評価差額金で２億１千７百万円の減少） 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

2021 年３月期の連結業績予想につきましては、2020年 10月 22日に公表いたしました内容に変更はあり

ません。 

当社グループが受注している工事は、公共性が高い社会インフラ整備事業が主体であることから、設備

の維持・更新など一定の需要は見込まれます。また今年度も、前年度からの繰越工事高が高水準を維持し

ており、これら工事の進捗が売上に寄与する予定ですが、大型プロジェクト工事の竣工引渡しが集中し、

過去最高の売上高を計上した前年度と比較すると反動減となり、加えて新型コロナウイルス感染症の収束

時期が依然として見通せず、受注環境の縮小が想定されることから、売上高および利益の減少を見込んで

おります。 
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 7,229,010 8,536,181 

受取手形・完成工事未収入金等 36,271,696 30,927,366 

未成工事支出金 882,978 2,220,511 

商品及び製品 62,337 65,125 

仕掛品 9,108 12,147 

材料貯蔵品 247,227 247,008 

その他 335,373 899,332 

流動資産合計 45,037,733 42,907,673 

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 9,044,169 9,227,607 

機械・運搬具（純額） 219,507 223,934 

工具器具・備品（純額） 285,449 289,728 

土地 7,989,012 7,989,012 

リース資産（純額） 1,051,213 1,181,884 

建設仮勘定 267,118 342,192 

有形固定資産合計 18,856,470 19,254,359 

無形固定資産 213,155 313,727 

投資その他の資産

投資有価証券 14,714,043 14,510,179 

その他 906,511 646,480 

貸倒引当金 △15,505 △15,505

投資その他の資産合計 15,605,049 15,141,155 

固定資産合計 34,674,675 34,709,241 

資産合計 79,712,408 77,616,915 
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 11,329,333 7,247,093 

短期借入金 1,050,000 5,000,000 

未払法人税等 1,548,393 160,995 

未成工事受入金 310,951 746,766 

完成工事補償引当金 8,824 9,485 

賞与引当金 1,753,257 961,837 

その他 5,151,657 4,590,375 

流動負債合計 21,152,418 18,716,553 

固定負債

退職給付に係る負債 5,304,668 5,305,306 

役員退職慰労引当金 28,997 29,248 

その他 1,340,003 1,443,096 

固定負債合計 6,673,669 6,777,651 

負債合計 27,826,088 25,494,204 

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 45,493,181 45,963,054 

自己株式 △343,046 △343,434

株主資本合計 49,786,520 50,256,005 

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,069,177 1,851,394 

退職給付に係る調整累計額 30,621 15,310 

その他の包括利益累計額合計 2,099,799 1,866,705 

純資産合計 51,886,320 52,122,710 

負債純資産合計 79,712,408 77,616,915 
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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 2019年４月１日

　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日

　至 2020年９月30日)

売上高 26,332,402 22,159,708 

売上原価 23,302,928 18,684,626 

売上総利益 3,029,473 3,475,081 

販売費及び一般管理費 2,291,719 2,207,175 

営業利益 737,753 1,267,905 

営業外収益

受取利息 375 378 

受取配当金 97,592 102,762 

物品売却益 30 31,318 

持分法による投資利益 178,374 162,635 

その他 33,133 84,690 

営業外収益合計 309,505 381,786 

営業外費用

支払利息 14,205 19,436 

その他 6,735 3,781 

営業外費用合計 20,941 23,218 

経常利益 1,026,317 1,626,473 

特別利益

固定資産売却益 1,272 -

特別利益合計 1,272 -

特別損失

固定資産除売却損 13,904 551 

減損損失 77,768 -

特別損失合計 91,672 551 

税金等調整前四半期純利益 935,917 1,625,922 

法人税、住民税及び事業税 40,366 146,873 

法人税等調整額 188,014 330,085 

法人税等合計 228,380 476,958 

四半期純利益 707,536 1,148,963 

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利益 707,536 1,148,963 
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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 2019年４月１日

　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日

　至 2020年９月30日)

四半期純利益 707,536 1,148,963 

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 29,803 △192,954

退職給付に係る調整額 39,039 △15,310

持分法適用会社に対する持分相当額 △4,796 △24,828

その他の包括利益合計 64,047 △233,094

四半期包括利益 771,583 915,868 

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 771,583 915,868 

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 2019年４月１日

　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日

　至 2020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 935,917 1,625,922 

減価償却費 498,135 498,890 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △155 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △761,999 △791,420

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △68,739 △64,450

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 6,603 660 

工事損失引当金の増減額（△は減少） △30,441 －

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 41,405 △21,423

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,968 251 

受取利息及び受取配当金 △97,967 △103,141

支払利息 14,205 19,436 

持分法による投資損益（△は益） △178,374 △162,635

有形固定資産除売却損益（△は益） 12,632 △234

減損損失 77,768 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,861,602 5,344,330 

未成工事支出金の増減額（△は増加） △1,253,806 △1,337,532

その他の資産の増減額（△は増加） 109,018 △566,751

仕入債務の増減額（△は減少） △1,891,800 △4,079,658

未払費用の増減額（△は減少） △197,674 △150,534

未成工事受入金の増減額（△は減少） △1,759,777 435,815 

その他の負債の増減額（△は減少） △94,282 △409,995

小計 △2,782,698 237,528 

利息及び配当金の受取額 105,266 167,458 

利息の支払額 △14,205 △19,528

法人税等の支払額 △1,418,492 △1,487,771

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,110,130 △1,102,311

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 △694,460 △607,961

有形固定資産の売却による収入 59,739 797 

有形固定資産の売却に係る手付金収入 2,900 －

有形固定資産の除却による支出 △7,845 △440

無形固定資産の取得による支出 △93,507 △122,039

投資有価証券の取得による支出 △792 △766

貸付けによる支出 △6,620 △7,200

貸付金の回収による収入 11,090 11,762 

その他 244 799 

投資活動によるキャッシュ・フロー △729,252 △725,047

日本リーテック(株)1938　2021年３月期第２四半期決算短信

－7－



(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日

　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日

　至 2020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） 2,500,000 3,950,000 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △152,051 △138,197

自己株式の取得による支出 － △388

配当金の支払額 △550,758 △676,882

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,797,190 3,134,531 

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） △3,042,193 1,307,171 

現金及び現金同等物の期首残高 8,261,713 7,216,003 

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,219,520 8,523,174 
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

　（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

　（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。

３.　補足情報

部門別受注高・売上高・繰越高の状況

①受注高 （単位：千円）

②売上高 （単位：千円）

③繰越高 （単位：千円）

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

4,575,602

1,230,173

265,310

797,376

2,282,742

△ 14.6

12.7

45.7

9.6

22.5

8.4

△ 40,032

135,261

△ 4,172,694 △ 15.8

△ 8.0

△ 3.3

△ 16.6

△ 73.2

△ 1.3

△ 17,114

△ 43,949

△ 4,111,630

△ 390,340

△ 3,816,518

27.0

128.7

19.0811,797

増減率(％)

増減率(％)比較増減

比較増減

 電気設備工事業

 鉄道電気設備

1,918,823

 電気設備工事業

 電気設備工事業

△ 19.6△ 2,480,631

91,840

517,171

1,243,502

0.5

増減率(％)比較増減

合　計 36,144,949 40,720,551

合　計 19,808,584

送電線 2,689,665 3,919,838

小　計

道路設備 3,547,938 4,345,315

屋内外電気設備 2,756,633 3,021,943

鉄道電気設備 27,150,711 29,433,453

区　分
前第２四半期
連結累計期間末

当第２四半期
連結累計期間末

 不動産賃貸事業

 兼業事業

合　計 22,159,70826,332,402

 送電線 2,665,727 2,275,386

24,786,848 20,675,218

198,090

1,286,398

215,205

1,330,348

 道路設備

 道路設備 3,178,653 3,138,620

 屋内外電気設備 5,210,625 1,394,107

2,435,995

 鉄道電気設備 13,731,842 13,867,103 1.0

前第２四半期
連結累計期間

当第２四半期
連結累計期間

区　分

 送電線

 屋内外電気設備

19,900,424

区　分
前第２四半期
連結累計期間

当第２四半期
連結累計期間

4,282,298

12,641,036 10,160,404

5,094,095

966,426 2,209,928

日本リーテック(株)1938　2021年３月期第２四半期決算短信

－9－




