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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３四半期
連結累計期間

第67期
第３四半期
連結累計期間

第66期

会計期間
自 2020年４月１日
至 2020年12月31日

自 2021年４月１日
至 2021年12月31日

自 2020年４月１日
至 2021年３月31日

売上高 (百万円) 78,338 76,766 109,650

経常利益 (百万円) 4,383 3,953 6,806

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 2,804 2,539 4,795

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 5,108 3,177 7,369

純資産額 (百万円) 36,330 40,619 38,591

総資産額 (百万円) 81,238 81,764 81,484

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 205.45 185.91 351.29

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 (％) 44.7 49.7 47.4
 

 

回次
第66期

第３四半期
連結会計期間

第67期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 2020年10月１日
至 2020年12月31日

自 2021年10月１日
至 2021年12月31日

１株当たり四半期純利益 (円) 76.13 66.66
 

 

(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３四半期連結累計期間及び当第３四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３四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、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３四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３四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防止対策の徹底やワクチン接種の推

進により各種政策効果や海外経済に改善の動きも見られたものの、足元では新たな変異株による感染再拡大への懸

念が広がりつつあり、今後の先行きは依然として不透明な状況にあります。

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、一方で半導体の供給不足による商品仕入への影響や技術者の慢性的な人手不足による労務費

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３四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、全国的な半導体供給不足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、76,766百万円(前年同期比2.0％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2.0％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3,533百万円(前年同期比6.8％減)となりました。またこれに伴い、経常利益は

3,953百万円(前年同期比9.8％減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は2,539百万円(前年同期比9.4％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966百万円減少し、営業利益、経常利益はそれぞれ60百万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51,604百万円(前年同期比2.3％減)、売上総利益は10,520百万円

(前年同期比0.3％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966百万円減少し、営業利

益は60百万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26,216百万円(前年同期比0.7％減)、売上総利益は8,089百万円(前年同期比

4.3％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280百万円増加し81,764百万円となりました。これは営業債権や棚卸資産

の純減1,709百万円等があった一方で、保有有価証券の時価上昇等による投資有価証券の増加1,048百万円及び現金

及び預金の増加1,030百万円があっ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1,747百万円減少し41,145百万円となりました。これは繰延税金負債が

907百万円増加した一方で、未払法人税等の減少1,415百万円及び賞与引当金の減少1,384百万円があったことが主な

要因です。
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純資産合計は、前連結会計年度末に比べて2,028百万円増加し40,619百万円となりました。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1,364百万円に加え、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667百万円増加したことが主な要因です。

この結果、当第３四半期連結会計期間末の自己資本比率は49.7％となり、前連結会計年度末に比べ2.3％上昇しま

した。

 

(2) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第３四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。

 
(3) 研究開発活動

当第３四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３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2021年12月31日)

提出日現在発行数(株)
(2022年２月14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10月１日～
2021年12月31日

- 13,988,000 - 1,857 - 1,829
 

 

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日(2021年９月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 
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。

 
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３四半期連結会計期間(2021年10月１日から2021年

12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(2021年４月１日から2021年12月31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３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 5,045 6,075

  受取手形及び売掛金 27,138 -

  受取手形、売掛金及び契約資産 - ※2  21,943

  電子記録債権 7,957 ※2  8,811

  棚卸資産 1,733 4,364

  未収入金 3,262 2,996

  その他 126 214

  貸倒引当金 △52 △73

  流動資産合計 45,212 44,334

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 10,127 10,110

   土地 8,111 8,721

   リース資産 1,013 1,078

   建設仮勘定 15 593

   その他 843 780

   減価償却累計額 △3,683 △3,986

   有形固定資産合計 16,428 17,296

  無形固定資産   

   のれん 1,131 848

   ソフトウエア 2,077 2,051

   ソフトウエア仮勘定 68 31

   その他 318 211

   無形固定資産合計 3,596 3,143

  投資その他の資産   

   投資有価証券 12,233 13,281

   繰延税金資産 299 199

   その他 3,978 3,587

   貸倒引当金 △263 △78

   投資その他の資産合計 16,247 16,990

  固定資産合計 36,272 37,430

 資産合計 81,484 81,764
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 12,293 ※2  11,385

  電子記録債務 6,242 ※2  6,217

  短期借入金 6,108 7,427

  １年内償還予定の社債 28 32

  未払法人税等 1,504 89

  賞与引当金 2,305 921

  役員賞与引当金 43 6

  その他 3,485 5,007

  流動負債合計 32,012 31,086

 固定負債   

  社債 32 -

  長期借入金 7,913 6,394

  繰延税金負債 993 1,901

  役員退職慰労引当金 959 950

  退職給付に係る負債 319 250

  その他 661 563

  固定負債合計 10,880 10,058

 負債合計 42,893 41,145

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 30,761

  自己株式 △160 △134

  株主資本合計 33,175 34,565

 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 5,918

  退職給付に係る調整累計額 164 135

  その他の包括利益累計額合計 5,416 6,053

 純資産合計 38,591 40,619

負債純資産合計 81,484 81,764
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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３四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

売上高 78,338 76,766

売上原価 60,084 58,141

売上総利益 18,253 18,624

販売費及び一般管理費 14,461 15,091

営業利益 3,792 3,533

営業外収益   

 受取利息 4 2

 受取配当金 185 193

 仕入割引 264 263

 受取補償金 202 27

 雑収入 75 69

 営業外収益合計 731 557

営業外費用   

 支払利息 68 58

 貸倒引当金繰入額 2 -

 支払保証料 44 54

 雑損失 24 24

 営業外費用合計 140 137

経常利益 4,383 3,953

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 4,369 3,953

法人税、住民税及び事業税 891 685

法人税等調整額 674 728

法人税等合計 1,565 1,414

四半期純利益 2,804 2,539

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,804 2,539
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

四半期純利益 2,804 2,539

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 2,223 667

 退職給付に係る調整額 81 △29

 その他の包括利益合計 2,304 637

四半期包括利益 5,108 3,177

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 5,108 3,177
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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３四半期連結累計期間の売上高は966百万円、売上原価は906百万円それぞれ減少し、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60百万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３四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。
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（四半期連結損益計算書関係）

前第３四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。

当該表示方法の変更を反映させるため、前第３四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５百万円、「雑損失」に表示していた19百

万円は、営業外費用の「雑損失」24百万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．受取手形割引高、受取手形裏書譲渡高及び電子記録債権割引高

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

受取手形割引高 1,071百万円 769百万円

受取手形裏書譲渡高 - 12 

電子記録債権割引高 - 567 
 

 
※２．四半期連結会計期間末日満期手形等

四半期連結会計期間末日満期手形等の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しておりま

す。

なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形等

を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

受取手形 -百万円 60百万円

電子記録債権 - 415

支払手形 - 429

電子記録債務 - 1,082
 

 
（四半期連結損益計算書関係）

損益の季節的変動

前第３四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自 2021年

４月１日 至 2021年12月31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にあるため、第３四半期連結累計

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３四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も相

対的に少なくなる傾向にあります。

 
（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次の

とおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)

減価償却費 604百万円 955百万円

のれんの償却額 293 282
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（株主資本等関係）

前第３四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年12月31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

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) １．2020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。

２．2020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。

 
２．基準日が当第３四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３四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 
当第３四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年12月31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

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) １．2021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。

２．2021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。

 
２．基準日が当第３四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３四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年12月31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 51,982 26,320 78,303 34 78,338 - 78,338

セグメント間の
内部売上高又は振替高

811 85 896 - 896 △896 -

計 52,794 26,406 79,200 34 79,235 △896 78,338

セグメント利益 10,489 7,757 18,246 14 18,261 △7 18,253
 

(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 △７百万円は、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３四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年12月31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 50,542 26,190 76,732 34 76,766 - 76,766

セグメント間の
内部売上高又は振替高

1,061 26 1,087 - 1,087 △1,087 -

計 51,604 26,216 77,820 34 77,854 △1,087 76,766

セグメント利益 10,520 8,089 18,610 17 18,627 △2 18,624
 

(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３四半期連結累計期間の「商品販売事業」の売上高は966百万円、セ

グメント利益は60百万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３四半期連結累計期間（自　2021年４月１日 至　2021年12月31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 43,373 - 43,373 - 43,373

工事施工 - 21,043 21,043 - 21,043

保守・メンテナンス 9,791 5,614 15,405 - 15,405

その他 - - - 34 34

　内部売上高 △2,622 △467 △3,090 - △3,090

顧客との契約から生じる収益 50,542 26,190 76,732 34 76,766

外部顧客への売上高 50,542 26,190 76,732 34 76,766
 

(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３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)

１株当たり四半期純利益 205円45銭 185円91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) 2,804 2,539

   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)

2,804 2,539

   普通株式の期中平均株式数(株) 13,649,307 13,661,597
 

(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３四半期連結累計期間26,680

株、当第３四半期連結累計期間14,310株であります。

 
２ 【その他】

当期の中間配当について、2021年11月２日開催の取締役会において、2021年９月30日の株主名簿に記録された株主に

対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

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 支払請求権の効力発生日及び支払開始日……… 2021年12月３日

(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
　

2022年２月14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３四半期連結会計期間（2021年10月１日から2021年12月

31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年12月31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12月31日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績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。

EDINET提出書類

東テク株式会社(E02769)

四半期報告書

20/21



 

・　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．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社（四半期レビュー報告書提出会社）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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