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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66期

第２四半期
連結累計期間

第67期
第２四半期
連結累計期間

第66期

会計期間
自 2020年４月１日
至 2020年９月30日

自 2021年４月１日
至 2021年９月30日

自 2020年４月１日
至 2021年３月31日

売上高 (百万円) 50,041 48,753 109,650

経常利益 (百万円) 2,795 2,537 6,806

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 1,764 1,628 4,795

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 3,109 2,249 7,369

純資産額 (百万円) 34,564 39,923 38,591

総資産額 (百万円) 74,964 77,402 81,484

１株当たり四半期(当期)
純利益

(円) 129.32 119.24 2,826.87

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 (％) 46.1 51.6 47.4

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 2,801 3,910 5,242

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,569 △1,551 △2,265

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,967 △2,752 △3,795

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 4,963 4,486 4,880
 

 

回次
第66期

第２四半期
連結会計期間

第67期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 2020年７月１日
至 2020年９月30日

自 2021年７月１日
至 2021年９月30日

１株当たり四半期純利益 (円) 114.79 111.11
 

 
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期

首から適用しており、当第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等に

ついては、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

３．１株当たり四半期(当期)純利益については、その算定上の基礎となる期中平均株式数を計算するに当たり

「株式給付信託（J-ESOP）」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行（信託E口）が保有する当社の

普通株式を控除対象の自己株式に含めております。

４．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おりませ

ん。
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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、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重

要な変更はありませんが、営む事業とセグメントとの関連をより明確にするために、前連結会計年度における有価

証券報告書にて記載した内容を変更いたします。

当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社及び子会社９社で構成され、商品販売事業として空調機器や制

御機器、設備機器を中心とした機器販売と、販売した機器の保守やスポットメンテナンスを行っており、工事事業

として計装工事、管工事ほか各種工事の設計・施工（工事に付随する制御システム等の販売も含む）と、施工工事

に対する保守やスポットメンテナンスを行っております。

主要な関係会社の異動はありませんが、当第２四半期連結会計期間においてベトナム社会主義共和国に当社の完

全子会社となるTotech Vietnam Solutions Co., Ltd.を設立し出資いたしました。なお同社は重要性の観点に基づ

き非連結子会社としております。また前連結会計年度末において非連結子会社であった志賀計装㈱は第１四半期連

結会計期間において当社がその全株式を譲渡したため、当社グループの構成から外れております。
 

当社グループの事業に係る位置づけ及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。

商品販売事業   
機器販売 …… 主に当社、東テク北海道㈱、アーチバック㈱、PT.Prima Totech Indonesia及

びTotech Vietnam Solutions Co., Ltd.にて、空調機器・制御機器・設備機

器・発電機等を販売しております。

保守・メンテナンス …… 主に当社、日本ビルコン㈱、東テク北海道㈱及びTotech Vietnam Solutions

Co., Ltd.にて、当社グループが納入した機器の保守点検・メンテナンス業務

等を行っております。

工事事業   
工事施工 …… 主に当社、アイ・ビー・テクノス㈱、北日本計装㈱及びTotech Vietnam

Solutions Co., Ltd.にて計装工事の設計・施工等を行っております。また、

当社、日本ビルコン㈱、東テク北海道㈱及び鳥取ビルコン㈱において管工事の

設計・施工等を、東テク電工㈱において電気工事の設計・施工等を行っており

ます。

保守・メンテナンス …… 主に当社、アイ・ビー・テクノス㈱、東テク北海道㈱及びTotech Vietnam

Solutions Co., Ltd.にて、当社グループが施工した計装工事及び管工事に対

する保守点検・メンテナンス業務等を行っております。

その他

 
…… 当社において、保有する太陽光発電施設を利用した電力会社への売電を行って

おります。
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事業の系統図は次のとおりであります。

（商品販売事業・工事事業）

 
 

連結子会社 日本ビルコン㈱ 空調機器等の保守・メンテナンス、及び管工事の設

計・施工等

 アイ・ビー・テクノス㈱ 計装工事の設計・施工及び保守・メンテナンス等

 東テク北海道㈱ 北海道地区での空調機器等の販売・保守・メンテナン

ス、及び管工事の設計・施工・保守・メンテナンス等

 北日本計装㈱ 東北地区での計装工事の設計・施工等

 東テク電工㈱ 京葉地区での電気工事の設計・施工等

 鳥取ビルコン㈱ 山陰地区での管工事の設計・施工等

 アーチバック㈱ 制御機器の輸入販売等

非連結子会社 PT.Prima Totech Indonesia インドネシアでの空調機器の販売等

 Totech Vietnam Solutions Co., Ltd. ベトナムでの空調機器等の販売・各種工事・保守・メ

ンテナンス等
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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、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識し

ている主要なリスクの発生又は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」についての重要な変更は

ありません。

 
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】

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当社グループが判断したものであります。

(1) 財政状態及び経営成績の状況

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の再拡大により緊急事態宣言及び

まん延防止等重点措置が各地で適用され、依然として経済活動が大きく制限されました。しかしながら各種政策の

効果や国内でのワクチン接種の進展、また海外経済の改善等もあり、今後の景気回復への期待感は高まりつつあり

ます。

当社グループを取り巻く建設業界におきましては、企業収益に持ち直しの傾向が見られる中で民間設備投資が再

開され始めましたが、一方で技術者の慢性的な人手不足や労務費の高止まりにより、収益環境は依然として厳しい

状況が続いております。

このような状況の下で、当第２四半期連結累計期間における当社グループの経営成績は以下のとおりとなりまし

た。

売上高は、新型コロナウイルス感染症の影響により建設工事の一部に着工や進捗の遅延等が発生していることか

ら、48,753百万円(前年同期比2.6％減)となりました。利益面につきましては、売上総利益が前年同期比で2.1％増

加したものの、販売費及び一般管理費において人件費の増加や前期12月に稼働を開始した新基幹システムの減価償

却費計上の影響もあり、営業利益は2,282百万円(前年同期比3.5％減)となりました。またこれに伴い、経常利益は

2,537百万円(前年同期比9.3％減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,628百万円(前年同期比7.7％減)となり

ました。「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等の適用により、売上高は553百万円減少し、営業利益、経常利益はそれぞれ28百万円減少しております。

なお、当社グループは売上高が第４四半期連結会計期間に集中する傾向があり、業績には季節的変動がありま

す。

 
セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

＜商品販売事業＞

商品販売事業におきましては、空調機器、制御機器、設備機器を中心とした機器販売と、販売した機器の保守や

スポットメンテナンスを行っております。売上高は33,191百万円(前年同期比3.0％減)、売上総利益は7,077百万円

(前年同期比2.2％増)となりました。なお、収益認識会計基準等の適用により、売上高は553百万円減少し、売上総

利益は28百万円減少しております。

＜工事事業＞

工事事業におきましては、計装工事、管工事ほか各種工事の設計・施工と、施工工事に対する保守やスポットメ

ンテナンスを行っております。売上高は16,212百万円(前年同期比0.5％減)、売上総利益は5,105百万円(前年同期

比1.8％増)となりました。なお、収益認識会計基準等の適用による影響はありません。

 
資産合計は、前連結会計年度末に比べて4,081百万円減少し77,402百万円となりました。これは保有有価証券の時

価上昇等により投資有価証券が990百万円増加した一方で、営業債権や棚卸資産の純減4,499百万円等により流動資

産が5,176百万円減少したことが主な要因です。

負債合計は、前連結会計年度末に比べて5,414百万円減少し37,479百万円となりました。これは支払手形及び買掛

金や電子記録債務の減少2,675百万円や有利子負債の減少1,662百万円に加え、未払法人税等の減少951百万円があっ

たことが主な要因です。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて1,332百万円増加し39,923百万円となりました。これは、親会社株主に

帰属する四半期純利益の計上から配当金の支払等を差し引いた利益剰余金の純増額685百万円に加え、保有有価証券

の時価上昇によりその他有価証券評価差額金が639百万円増加したことが主な要因です。
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この結果、当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は51.6％となり、前連結会計年度末に比べ4.2％上昇し

ました。

 
(2) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて394

百万円減少し4,486百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（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の結果得られた資金は3,910百万円（前年同期は2,801百万円の収入）とな

りました。これは、仕入債務の減少2,675百万円及び法人税等の支払額1,461百万円により資金が減少するも、売上

債権の減少6,163百万円及び税金等調整前四半期純利益2,537百万円並びに減価償却費635百万円の計上により資金の

増加があったことが主な要因です。

（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の結果使用した資金は1,551百万円（前年同期は1,569百万円の支出）とな

りました。これは、主に有形固定資産の取得による支出1,129百万円と無形固定資産の取得による支出515百万円が

あったことによるものであります。

（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の結果使用した資金は2,752百万円（前年同期は1,967百万円の支出）とな

りました。これは、主に配当金の支払915百万円による支出及び借入金及び社債の純減額1,672百万円があったこと

によるものであります。

 
(3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 
(4) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 
３ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。
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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 46,308,000

計 46,308,000
 

 

② 【発行済株式】
　

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2021年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(2021年11月12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 13,988,000 13,988,000
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数　
100株

計 13,988,000 13,988,000 － －
 

 

(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】

該当事項はありません。

 
② 【その他の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) 【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
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2021年７月１日～
2021年９月30日

- 13,988,000 - 1,857 - 1,829
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(5) 【大株主の状況】

  2021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(％)

日本レイ株式会社 東京都渋谷区広尾４―１―11 1,760 12.87

ダイキン工業株式会社 大阪府大阪市北区中崎西２―４―12 1,000 7.31

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)

879 6.43

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―３ 756 5.53

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町１―５―５ 670 4.90

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１―１―２ 670 4.90

東テクグループ従業員持株会 東京都中央区日本橋本町３―11―11 634 4.64

住友商事株式会社 東京都千代田区大手町２―３―２ 631 4.61

草野 和幸 東京都渋谷区 392 2.87

昭和鉄工株式会社 福岡県糟屋郡宇美町宇美3351―８ 378 2.76

計 ― 7,771 56.83
 

(注) 上記のほか当社所有の自己株式312千株があります。

 
(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　2021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 312,100
 

－ －

完全議決権株式(その他) 普通株式 13,672,700
 

136,727 －

単元未満株式 普通株式 3,200
 

－ １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 13,988,000 － －

総株主の議決権 － 136,727 －
 

(注) １．「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が2,000株含まれて

おります。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数20個が含まれてお

ります。

２．「株式給付信託（J-ESOP）」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行（信託E口）が保有する当社株

式11,800株（議決権の数118個）は、四半期連結財務諸表において自己株式として表示しておりますが、従

業員の議決権行使状況を反映した信託管理人の指図に従い議決権行使されるため、上表では「完全議決権株

式（その他）」の普通株式に含めております。

 

EDINET提出書類

東テク株式会社(E02769)

四半期報告書

 8/23



 

② 【自己株式等】

2021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）
東テク株式会社

東京都中央区日本橋本町
３－11－11

312,100 - 312,100 2.23

計 － 312,100 - 312,100 2.23
 

(注)　上記のほか「株式給付信託（J-ESOP）」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行（信託E口）が保有する

当社株式11,800株を四半期連結財務諸表において自己株式として表示しております。

 
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)に基づいて作成しております。

 

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２四半期連結会計期間(2021年７月１日から2021年

９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2021年４月１日から2021年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表につ

いて、EY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。
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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：百万円)

          
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 5,045 4,652

  受取手形及び売掛金 27,138 -

  受取手形、売掛金及び契約資産 - 21,754

  電子記録債権 7,957 7,483

  棚卸資産 ※1  1,733 ※1  3,092

  未収入金 3,262 2,891

  その他 126 217

  貸倒引当金 △52 △56

  流動資産合計 45,212 40,035

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 10,127 10,105

   土地 8,111 8,721

   リース資産 1,013 1,099

   建設仮勘定 15 327

   その他 843 789

   減価償却累計額 △3,683 △3,881

   有形固定資産合計 16,428 17,162

  無形固定資産   

   のれん 1,131 942

   ソフトウエア 2,077 2,146

   ソフトウエア仮勘定 68 12

   その他 318 244

   無形固定資産合計 3,596 3,346

  投資その他の資産   

   投資有価証券 12,233 13,223

   繰延税金資産 299 229

   その他 3,978 3,483

   貸倒引当金 △263 △78

   投資その他の資産合計 16,247 16,858

  固定資産合計 36,272 37,367

 資産合計 81,484 77,402
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 12,293 11,251

  電子記録債務 6,242 4,609

  短期借入金 6,108 6,466

  １年内償還予定の社債 28 28

  未払法人税等 1,504 553

  賞与引当金 2,305 1,673

  役員賞与引当金 43 38

  その他 3,485 3,551

  流動負債合計 32,012 28,173

 固定負債   

  社債 32 18

  長期借入金 7,913 5,907

  繰延税金負債 993 1,582

  役員退職慰労引当金 959 934

  退職給付に係る負債 319 247

  その他 661 615

  固定負債合計 10,880 9,305

 負債合計 42,893 37,479

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,857 1,857

  資本剰余金 2,081 2,081

  利益剰余金 29,397 30,082

  自己株式 △160 △134

  株主資本合計 33,175 33,887

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 5,251 5,891

  退職給付に係る調整累計額 164 145

  その他の包括利益累計額合計 5,416 6,036

 純資産合計 38,591 39,923

負債純資産合計 81,484 77,402
 

EDINET提出書類

東テク株式会社(E02769)

四半期報告書

12/23



(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：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

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

売上高 50,041 48,753

売上原価 38,092 36,558

売上総利益 11,949 12,194

販売費及び一般管理費 ※2  9,584 ※2  9,911

営業利益 2,364 2,282

営業外収益   

 受取利息 3 2

 受取配当金 112 112

 仕入割引 171 166

 受取補償金 193 18

 雑収入 51 48

 営業外収益合計 532 347

営業外費用   

 支払利息 46 37

 貸倒引当金繰入額 2 -

 支払保証料 30 35

 雑損失 21 20

 営業外費用合計 101 93

経常利益 2,795 2,537

特別損失   

 投資有価証券評価損 13 -

 特別損失合計 13 -

税金等調整前四半期純利益 2,782 2,537

法人税、住民税及び事業税 741 531

法人税等調整額 275 376

法人税等合計 1,017 908

四半期純利益 1,764 1,628

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,764 1,628
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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：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

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

四半期純利益 1,764 1,628

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 1,290 639

 退職給付に係る調整額 54 △19

 その他の包括利益合計 1,344 620

四半期包括利益 3,109 2,249

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 3,109 2,249

 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：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

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

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 2,782 2,537

 減価償却費 400 635

 のれん償却額 195 188

 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 13 -

 受取利息及び受取配当金 △116 △114

 支払利息 33 29

 賞与引当金の増減額（△は減少） △819 △632

 売上債権の増減額（△は増加） 6,114 6,163

 棚卸資産の増減額（△は増加） △126 △1,359

 未収入金の増減額（△は増加） 1,028 346

 仕入債務の増減額（△は減少） △4,913 △2,675

 未払消費税等の増減額（△は減少） △429 △20

 その他 △104 191

 小計 4,057 5,289

 利息及び配当金の受取額 115 113

 利息の支払額 △31 △31

 法人税等の支払額 △1,340 △1,461

 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,801 3,910

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 △65 △70

 定期預金の払戻による収入 65 70

 有形固定資産の取得による支出 △674 △1,129

 無形固定資産の取得による支出 △919 △515

 投資有価証券の取得による支出 △127 △48

 その他 151 141

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,569 △1,551

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） △190 1,010

 長期借入れによる収入 2,100 -

 長期借入金の返済による支出 △2,671 △2,668

 社債の償還による支出 △164 △14

 配当金の支払額 △861 △915

 その他 △181 △164

 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,967 △2,752

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △736 △394

現金及び現金同等物の期首残高 5,699 4,880

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  4,963 ※1  4,486
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

これにより、商品販売事業に関する一部取引について、従来は総額で収益を認識しておりましたが、顧客への

財またはサービスの提供における役割を判断した結果、純額で収益を認識する方法に変更しております。また、

従来出荷時に収益を認識していた一部取引についても、着荷時に収益を認識する方法に変更しております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半

期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、

収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに

従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認

識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約

変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を第１

四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は553百万円、売上原価は524百万円それぞれ減少し、これに伴

い営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ28百万円減少しております。また、利益剰余金

の当期首残高は26百万円減少しております。

　収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示してい

た「受取手形及び売掛金」は、第１四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示

し、「流動負債」に表示していた「未成工事受入金」は、第１四半期連結会計期間より「契約負債」として「そ

の他」に含めて表示することとしました。

なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法

により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　2020

年３月31日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第２四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生

じる収益を分解した情報を記載しておりません。

 
（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準

等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与え

る影響はありません。

 

（追加情報）

（表示方法の変更）

（四半期連結貸借対照表関係）

前連結会計年度において独立掲記していた流動負債の「未成工事受入金」につきまして、金額的重要性が乏

しくなったため、第１四半期連結会計期間より流動負債の「その他」に含めて表示しております。

当該表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っております。この

結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、流動負債に表示していた「未成工事受入金」 422百万円、

「その他」3,063百万円は、「その他」3,485百万円として組み替えております。

 
（四半期連結損益計算書関係）

前第２四半期連結累計期間において、独立掲記していた営業外費用の「手形売却損」は、金額的重要性が乏

しくなったため、第１四半期連結累計期間より営業外費用の「雑損失」に含めて表示しております。
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当該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

います。 この結果、営業外費用の「手形売却損」 に表示していた３百万円、「雑損失」に表示していた18百

万円は、営業外費用の「雑損失」21百万円として組み替えております。

 
（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間において、独立掲記していた営業活動によるキャッシュ・フローの「未成工事受

入金の増減額」は、金額的重要性が乏しくなったため、当第２四半期連結累計期間より営業活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含めて表示しております。

当該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

います。 この結果、営業活動によるキャッシュ・フローの「未成工事受入金の増減額」 に表示していた108百

万円、「その他」に表示していた△212百万円は、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」△104百万

円として組み替えております。

 
（株式取得による会社等の買収）

前連結会計年度において重要な後発事象として記載しておりましたQuantum Automation Pte Ltdの株式取得に

つきましては、引き続き同社の株式取得に向け交渉中であります。

 
（四半期連結貸借対照表関係）

※１．棚卸資産の内訳

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

商品 1,327百万円 2,488百万円

貯蔵品 8 4 

未成工事支出金 397 599 
 

 

２．受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

受取手形割引高 1,071百万円 695百万円

受取手形裏書譲渡高 - 2 
 

 
（四半期連結損益計算書関係）

１．損益の季節的変動

前第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自 2021年

４月１日 至 2021年９月30日)

当社グループの営業形態として売上が第４四半期連結会計期間に集中する傾向があるため、第２四半期連結累

計期間の売上高は相対的に少なくなる傾向にあります。しかし、人件費等の固定費は四半期ごとに変動する性質

ではないため、結果として、第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利

益は少なくなる傾向にあります。

 
※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

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

従業員給料及び手当 3,933百万円 4,056百万円

賞与引当金繰入額 1,346 1,391 

退職給付費用 266 179 
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１．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

 
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

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

現金及び預金勘定 5,128百万円 4,652百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △164 △165

現金及び現金同等物 4,963 4,486
 

 
 

（株主資本等関係）

前第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)

１．配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月24日
定時株主総会

普通株式 861 63 2020年３月31日 2020年６月25日 利益剰余金
 

（注）2020年６月24日定時株主総会決議による配当金の総額には、「株式給付信託（J-ESOP）」の信託財産として資

産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）が保有する当社株式に対する配当金２百万円が含まれておりま

す。

 
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

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年11月２日
取締役会

普通株式 232 17 2020年９月30日 2020年12月４日 利益剰余金
 

（注）2020年11月２日取締役会決議による配当金の総額には、「株式給付信託（J-ESOP）」の信託財産として株式会

社日本カストディ銀行（信託E口）が保有する当社株式に対する配当金０百万円が含まれております。

 
当第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
(百万円)

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25日
定時株主総会

普通株式 916 67 2021年３月31日 2021年６月28日 利益剰余金
 

（注）2021年６月25日定時株主総会決議による配当金の総額には、「株式給付信託（J-ESOP）」の信託財産として株

式会社日本カストディ銀行（信託E口）が保有する当社株式に対する配当金１百万円が含まれております。

 
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

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年11月２日
取締役会

普通株式 232 17 2021年９月30日 2021年12月３日 利益剰余金
 

（注）2021年11月２日取締役会決議による配当金の総額には、「株式給付信託（J-ESOP）」の信託財産として株式会

社日本カストディ銀行（信託E口）が保有する当社株式に対する配当金０百万円が含まれております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)

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：百万円）

 

報告セグメント
その他
（注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
 （注)３

商品販売
事業

工事事業 計

売上高        

外部顧客への売上高 33,840 16,174 50,015 26 50,041 - 50,041

セグメント間の
内部売上高又は振替高

366 112 478 - 478 △478 -

計 34,207 16,286 50,494 26 50,520 △478 50,041

セグメント利益 6,926 5,016 11,943 11 11,955 △6 11,949
 

(注) １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、太陽光発電事業を行っておりま

す。

２．セグメント利益の調整額△６百万円は、主にセグメント間取引消去額であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の売上総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。

 
 

当第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：百万円）

 

報告セグメント
その他
（注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
 （注)３

商品販売
事業

工事事業 計

売上高        

外部顧客への売上高 32,607 16,120 48,728 25 48,753 - 48,753

セグメント間の
内部売上高又は振替高

584 92 676 - 676 △676 -

計 33,191 16,212 49,404 25 49,429 △676 48,753

セグメント利益 7,077 5,105 12,183 13 12,196 △2 12,194
 

(注) １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、太陽光発電事業を行っておりま

す。

２．セグメント利益の調整額△２百万円は、主にセグメント間取引消去額であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の売上総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。

 
　３．報告セグメントの変更等に関する事項

会計方針の変更に記載のとおり、第１四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に

関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。

当該変更により、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の「商品販売事業」の売上高は553百万円、セ

グメント利益は28百万円それぞれ減少しておりますが、「工事事業」への影響はありません。
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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
 

当第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：百万円)

 

 報告セグメント
その他
(注)

合計
商品販売
事業

工事事業 計

機器販売 27,876 - 27,876 - 27,876

工事施工 - 12,808 12,808 - 12,808

保守・メンテナンス 6,436 3,584 10,020 - 10,020

その他 - - - 25 25

　内部売上高 △1,705 △272 △1,977 - △1,977

顧客との契約から生じる収益 32,607 16,120 48,728 25 48,753

外部顧客への売上高 32,607 16,120 48,728 25 48,753
 

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、太陽光発電事業を行っておりま

す。

 
（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
 

 
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

当第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株当たり四半期純利益 129円32銭 119円24銭

  (算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) 1,764 1,628

普通株主に帰属しない金額(百万円) - -

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益(百万円)

1,764 1,628

普通株式の期中平均株式数(株) 13,648,304 13,660,534
 

(注) １．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おりません。

２．普通株式の期中平均株式数については、「株式給付信託（J-ESOP）」の信託財産として株式会社日本カスト

ディ銀行（信託E口）が保有する当社の普通株式を控除対象の自己株式に含めて算定しております。１株当

たり四半期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前第２四半期連結累計期間27,700

株、当第２四半期連結累計期間15,386株であります。

 
２ 【その他】

2021年11月２日開催の取締役会において、当期中間配当について次のとおり決議いたしました。

① 配当金の総額………………………………………232百万円

② １株当たりの金額…………………………………17円00銭

③ 支払請求の効力発生日及び支払開始日………… 2021年12月３日

(注) １．2021年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対して中間配当を行います。

２．2021年11月２日取締役会決議による配当金の総額には、「株式給付信託（J-ESOP）」の信託財産として信託

口が保有する当社株式に対する配当金０百万円が含まれております。
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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
 

2021年11月12日

東テク株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
 

東　 京 　事 　務 　所
 

 
 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 新　 居　 　 伸　 浩  

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 廣　瀬　　美　智　代  

 

 

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」に掲げられている東テク株式会社

の2021年４月１日から2022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（2021年７月１日から2021年９月

30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021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、東テク株式会社及び連結子会社の2021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並びに監査役及び監査役会の責任

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。

監査役及び監査役会の責任は、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。
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・　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。

・　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、監査役及び監査役会に対して、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、監査役及び監査役会に対して、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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