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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62期

第３四半期
累計期間

第63期
第３四半期
累計期間

第62期

会計期間
自 平成26年９月１日
至 平成27年５月31日

自 平成27年９月１日
至 平成28年５月31日

自 平成26月９月１日
至 平成27年８月31日

売上高 (千円) 5,307,125 5,752,125 7,042,707

経常利益 (千円) 489,153 563,127 675,802

四半期(当期)純利益 (千円) 307,504 393,644 419,187

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 1,408,600 1,408,600 1,408,600

発行済株式総数 (株) 1,100,000 1,100,000 1,100,000

純資産額 (千円) 2,763,030 3,146,580 2,856,722

総資産額 (千円) 6,866,008 7,897,530 6,811,856

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 299.64 397.16 411.99

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 50.00

自己資本比率 (％) 40.2 39.8 41.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 481,593 1,057,928 379,522

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △164,690 276,267 △366,166

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △204,312 76,585 △296,488

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 1,883,883 2,898,942 1,488,160
 

 

回次
第62期

第３四半期
会計期間

第63期
第３四半期
会計期間

会計期間
自　平成27年３月１日
至　平成27年５月31日

自　平成28年３月１日
至　平成28年５月31日

１株当たり四半期純利益 (円) 105.03 136.76
 

（注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

 ２ 持分法を適用した場合の投資利益につきましては、関連会社がないため記載しておりません。

 ３ 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。

 ４ 平成27年３月１日を効力発生日として、10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。

これに伴い、前事業年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期(当期)純利益を

算定しております。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、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重要な変更はありません。

 
２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３ 【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、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

(1) 事業の状況

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や日銀の金融緩和政策を背景に企業収益や雇用

環境の改善が続いており、個人消費も底堅く推移するなど緩やかな景気の回復基調で推移いたしました。しかし

ながら、ＥＵの離脱問題、中国やアジア新興国における景気減速への懸念から為替相場や株式市況が大きく変動

するなど、先行き不透明感が残る状況が続いております。

建設業界におきましては、民間建設投資は堅調に推移し、政府建設投資は緩やかに減少するも一定の水準を維

持しておりますが、一方で、熾烈な受注競争に加え、技術労働者不足と建設資材の価格高騰に伴う建設コストの

上昇により、依然として楽観できない経営環境が続いております。

このような状況のもと、当社は引き続き工事利益率及び営業利益率の向上を目標に、受注時採算性の強化、原

価管理及び施工管理の徹底、諸経費削減などの施策を実施してまいりました。　

その結果、当第３四半期累計期間の業績につきましては、受注高は前年同四半期比12.7％減少の61億18百万円

となりましたが、売上高は前年同四半期比8.4％増加の57億52百万円となりました。　

損益面におきましては、工事利益率の向上などから、営業利益は前年同四半期比15.3％増加の５億68百万円、

経常利益は同じく15.1％増加の５億63百万円となりました。また、最終損益につきましても、同じく28.0％増加

の３億93百万円の四半期純利益となりました。

 

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

 （設備事業）

設備事業の受注工事高は前年同四半期比12.7％減少の61億18百万円となりましたが、完成工事高は前年同四半

期比9.0％増加の57億50百万円となりました。営業利益は同じく16.3％増加の７億61百万円となりました。

 （その他事業）

その他事業の売上高は前年同四半期比95.7％減少の１百万円、営業利益は同じく94.7％減少の０百万円となり

ました。当該減少は、平成27年９月、賃貸オフィスビル（一部自社利用）の売却によるものであります。

なお、各セグメントに配分していないセグメント利益の調整額は、全社費用の１億92百万円であり、主に各セ

グメントに帰属しない一般管理費であります。

 

(2) 財政状態の分析

当第３四半期会計期間における資産は、前事業年度末に比べ10億85百万円増加し、78億97百万円となりまし

た。その要因は、主に現金預金が14億10百万円増加したことによるものであります。　

負債は、前事業年度末に比べ７億95百万円増加し、47億50百万円となりました。その要因は、主に仕入債務が

４億８百万円及び未成工事受入金が４億36百万円それぞれ増加したことによるものであります。　

また、純資産は、前事業年度末に比べ２億89百万円増加し、31億46百万円となりました。その要因は、主に四

半期純利益の計上に伴う利益剰余金が３億44百万円増加したことによるものであります。

 

EDINET提出書類

暁飯島工業株式会社(E00246)

四半期報告書

 4/17



 

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第３四半期累計期間における現金及び現金同等物は、14億10百万円増加し28億98百万円となりました。　

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益を計上し、仕入債務や未成工事受入金の増加など

から10億57百万円の収入超過（前年同四半期は４億81百万円の収入超過）となりました。　

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得(太陽光発電設備関連)があったものの、賃貸オ

フィスビルの売却などから２億76百万円の収入超過（前年同四半期は１億64百万円の支出超過）となりまし

た。　

財務活動によるキャッシュ・フローは、太陽光発電設備関連の取得資金の調達などから76百万円の収入超過

（前年同四半期は２億４百万円の支出超過）となりました。

 

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課

題はありません。

 

(5) 研究開発活動

当第３四半期累計期間において、当社は研究開発活動を特段行っておりません。

 

(6) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

当第３四半期累計期間において、当社の経営成績に重要な影響を与える要因に重要な変更はありません。
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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 4,400,000

計 4,400,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成28年５月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成28年７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 1,100,000 1,100,000
東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数は100株であります。

計 1,100,000 1,100,000 ― ―
 

 

(2) 【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) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【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
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成28年５月31日 ― 1,100,000 ― 1,408,600 ― 3,705
 

 

(6) 【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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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

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（平成28年２月29日）に基づく株主名簿による記載をしております。

   平成28年２月29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　108,800

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

988,500
9,885 ―

単元未満株式
普通株式

2,700
― ―

発行済株式総数 1,100,000 ― ―

総株主の議決権 ― 9,885 ―
 

 (注) １　「単元未満株式」には、当社所有の自己株式57株が含まれております。

 ２　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が700株(議決権７個)含まれて

おります。

 

② 【自己株式等】

  平成28年２月29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)
暁飯島工業株式会社

茨城県水戸市千波町
2770番地の５

108,800 　　― 108,800 9.89

計 ― 108,800 ― 108,800 9.89
 

 

 

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】

 

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）

に準じて記載しております。

なお、四半期財務諸表等規則第４条の２第３項により、四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

 

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３四半期会計期間(平成28年３月１日から平成28年

５月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成27年９月１日から平成28年５月31日まで)に係る四半期財務諸表につい

て、太陽有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。　
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成27年８月31日)
当第３四半期会計期間
(平成28年５月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金預金 1,502,160 2,912,942

  受取手形・完成工事未収入金等 1,887,062 1,877,441

  未成工事支出金 131,753 171,309

  繰延税金資産 46,724 26,855

  その他 93,403 107,362

  貸倒引当金 △24,720 △31,680

  流動資産合計 3,636,383 5,064,231

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物・構築物 1,195,993 865,921

    減価償却累計額 △927,307 △676,973

    建物・構築物（純額） 268,685 188,948

   土地 2,223,409 1,855,709

   その他 278,671 459,313

    減価償却累計額 △14,571 △12,316

    その他（純額） 264,099 446,996

   有形固定資産合計 2,756,194 2,491,654

  無形固定資産 719 3,766

  投資その他の資産   

   投資有価証券 382,567 305,675

   その他 36,129 49,176

   貸倒引当金 △140 △16,974

   投資その他の資産合計 418,557 337,877

  固定資産合計 3,175,472 2,833,298

 資産合計 6,811,856 7,897,530
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成27年８月31日)
当第３四半期会計期間
(平成28年５月31日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形・工事未払金 1,411,494 1,819,550

  短期借入金 1,103,000 1,183,000

  1年内返済予定の長期借入金 180,120 188,400

  1年内償還予定の社債 70,000 80,000

  未払法人税等 187,890 79,096

  未成工事受入金 425,278 861,440

  完成工事補償引当金 3,990 4,280

  賞与引当金 80,560 37,310

  役員賞与引当金 14,850 -

  その他 102,599 101,624

  流動負債合計 3,579,782 4,354,700

 固定負債   

  社債 125,000 170,000

  長期借入金 169,180 152,340

  繰延税金負債 15,842 -

  退職給付引当金 62,873 70,277

  その他 2,454 3,631

  固定負債合計 375,350 396,249

 負債合計 3,955,133 4,750,950

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,408,600 1,408,600

  資本剰余金 3,705 3,705

  利益剰余金 1,587,341 1,931,427

  自己株式 △177,972 △178,012

  株主資本合計 2,821,674 3,165,721

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 35,048 △19,141

  評価・換算差額等合計 35,048 △19,141

 純資産合計 2,856,722 3,146,580

負債純資産合計 6,811,856 7,897,530
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(2) 【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期累計期間
(自 平成26年９月１日
　至 平成27年５月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成27年９月１日
　至 平成28年５月31日)

売上高   

 完成工事高 5,277,453 5,750,854

 その他の事業売上高 29,671 1,271

 売上高合計 5,307,125 5,752,125

売上原価   

 完成工事原価 4,510,666 4,850,340

 その他の事業売上原価 15,588 531

 売上原価合計 4,526,254 4,850,872

売上総利益 780,871 901,252

販売費及び一般管理費   

 従業員給料及び手当 113,840 121,040

 賞与引当金繰入額 9,580 11,190

 退職給付費用 10,905 8,729

 貸倒引当金繰入額 2,610 23,794

 その他 150,717 167,637

 販売費及び一般管理費合計 287,652 332,391

営業利益 493,218 568,861

営業外収益   

 受取利息 206 92

 受取配当金 8,855 2,551

 仕入割引 7,193 6,458

 受取地代家賃 6,547 6,442

 その他 3,827 7,671

 営業外収益合計 26,630 23,216

営業外費用   

 支払利息 25,050 24,374

 投資有価証券売却損 1,989 -

 その他 3,655 4,575

 営業外費用合計 30,695 28,950

経常利益 489,153 563,127

特別利益   

 有形固定資産売却益 - 44,866

 特別利益合計 - 44,866

税引前四半期純利益 489,153 607,994

法人税、住民税及び事業税 168,386 194,480

法人税等調整額 13,263 19,869

法人税等合計 181,649 214,350

四半期純利益 307,504 393,644
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前第３四半期累計期間
(自 平成26年９月１日
　至 平成27年５月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成27年９月１日
　至 平成28年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前四半期純利益 489,153 607,994

 減価償却費 16,835 11,676

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,610 23,794

 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 130 290

 賞与引当金の増減額（△は減少） △33,050 △43,250

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7,600 △14,850

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,224 7,404

 受取利息及び受取配当金 △9,062 △2,643

 支払利息 25,050 24,374

 有価証券償還損益（△は益） △477 -

 投資有価証券売却損益（△は益） 1,989 -

 売上債権の増減額（△は増加） △325,113 22,436

 未成工事支出金の増減額（△は増加） △91,832 △39,556

 仕入債務の増減額（△は減少） 421,992 408,055

 未成工事受入金の増減額（△は減少） 68,821 436,161

 未収消費税等の増減額（△は増加） - △1,454

 未払消費税等の増減額（△は減少） 14,256 △37,110

 その他 137,827 △18,058

 小計 718,756 1,385,265

 利息及び配当金の受取額 9,139 2,653

 利息の支払額 △24,213 △24,289

 法人税等の支払額 △222,087 △305,700

 営業活動によるキャッシュ・フロー 481,593 1,057,928

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 △175,947 △215,880

 有形固定資産の売却による収入 - 469,036

 無形固定資産の取得による支出 - △3,340

 投資有価証券の取得による支出 △29,953 -

 投資有価証券の売却及び償還による収入 45,113 -

 その他 △3,903 26,450

 投資活動によるキャッシュ・フロー △164,690 276,267

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） △60,000 80,000

 長期借入れによる収入 135,000 200,000

 長期借入金の返済による支出 △211,114 △208,560

 社債の発行による収入 100,000 100,000

 社債の償還による支出 △40,000 △45,000

 自己株式の取得による支出 △87,488 △39

 配当金の支払額 △40,710 △49,814

 財務活動によるキャッシュ・フロー △204,312 76,585

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 112,591 1,410,781

現金及び現金同等物の期首残高 1,771,292 1,488,160

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１  1,883,883 ※１  2,898,942
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【注記事項】

（会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対

応報告第32号　平成28年６月17日）を当第３四半期会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得する建物附

属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　なお、当第３四半期累計期間において、四半期財務諸表への影響額はありません。　

　

（追加情報）

（法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正）

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」

（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、平成28年４月１日以後に開始する事業年度から法

人税率等の引下げ等が行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用す

る法定実効税率は、従来の32.1％から平成28年９月１日に開始する事業年度及び平成29年９月１日に開始する事

業年度に解消が見込まれる一時差異については30.7％に、平成30年９月１日に開始する事業年度以降に解消が見

込まれる一時差異については、30.5％になります。

　この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は1,179千円減少し、法人税

等調整額が同額増加しております。

　

(四半期貸借対照表関係)

　１　受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

 
前事業年度

(平成27年８月31日)
当第３四半期会計期間
(平成28年５月31日)

受取手形裏書譲渡高 47,099千円 32,648千円
 

(四半期キャッシュ・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貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりで

あります。

 
前第３四半期累計期間
(自 平成26年９月１日
至 平成27年５月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成27年９月１日
至 平成28年５月31日)

現金預金 1,897,883千円 2,912,942千円

預入期間３ヶ月超の定期預金 △14,000 △14,000

現金及び現金同等物 1,883,883 2,898,942
 

　

(株主資本等関係)

前第３四半期累計期間（自　平成26年９月１日　至 平成27年５月31日)

１　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年11月21日
定時株主総会

普通株式 41,452 4.00 平成26年８月31日 平成26年11月25日 利益剰余金
 

（注）平成27年３月１日を効力発生日として、10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。当該株式併合

後の株数を算定の基礎とした場合の１株当たり配当額は40円であります。

　

２　基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。

　

３ 株主資本の著しい変動

当社は、平成27年４月16日開催の取締役会において自己株式を取得することを決議し、平成27年４月17日付で、

自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）により、自己株式45千株を取得いたしました。この結果、自己株式は単元未

満株式の買取及び株式併合に伴う端数株式の買取と併せ、当第３四半期累計期間において87,488千円増加し、当第

３四半期会計期間末において177,934千円となっております。
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当第３四半期累計期間（自　平成27年９月１日　至 平成28年５月31日)

１　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年11月19日
定時株主総会

普通株式 49,558 50.00 平成27年８月31日 平成27年11月20日 利益剰余金
 

 

２　基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。

 

３ 株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。　

 
 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期累計期間(自 平成26年９月１日 至 平成27年５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：千円)

 
報告セグメント  調整額

 （注）１

 四半期損益 
計算書計上額
（注）２設備事業 その他事業 計

売上高      

  外部顧客への売上高 5,277,453 29,671 5,307,125 ― 5,307,125

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 5,277,453 29,671 5,307,125 ― 5,307,125

セグメント利益 654,196 14,083 668,279 △175,061 493,218
 

（注）１ セグメント利益の調整額△175,061千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に

報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２ セグメント利益は、四半期損益計算書の営業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。
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Ⅱ 当第３四半期累計期間(自 平成27年９月１日 至 平成28年５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：千円)

 
報告セグメント  調整額

 （注）１

 四半期損益 
計算書計上額
（注）２設備事業 その他事業 計

売上高      

  外部顧客への売上高 5,750,854 1,271 5,752,125 ― 5,752,125

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 5,750,854 1,271 5,752,125 ― 5,752,125

セグメント利益 761,076 739 761,816 △192,954 568,861
 

（注）１ セグメント利益の調整額△192,954千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に

報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２ セグメント利益は、四半期損益計算書の営業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、法人税法の改正に伴い、平成28年４月１日以後に取得する建物附属設備及び

構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更したため、当第３四半期会計期間に事業セグメントの減価

償却の方法を同様に変更しております。

これによる、当第３四半期累計期間のセグメント利益に与える影響額はありません。

 
(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。

 

項目
前第３四半期累計期間
(自 平成26年９月１日
至 平成27年５月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成27年９月１日
至 平成28年５月31日)

１株当たり四半期純利益 299円64銭 397円16銭

（算定上の基礎）   

　四半期純利益(千円) 307,504 393,644

　普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

　普通株式に係る四半期純利益(千円) 307,504 393,644

　普通株式の期中平均株式数(株) 1,026,243 991,149
 

　　　（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 平成27年３月１日を効力発生日として、10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。

これに伴い、前事業年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益を算定

しております。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

暁飯島工業株式会社(E00246)

四半期報告書

15/17



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
 

平成28年７月11日

暁飯島工業株式会社

取締役会  御中

太陽有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   大   村   　   茂   印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   尾　　川   克   明   印

 

 

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」に掲げられている暁飯島工業株式

会社の平成27年９月１日から平成28年８月31日までの第63期事業年度の第３四半期会計期間(平成28年３月１日から平成

28年５月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成27年９月１日から平成28年５月31日まで)に係る四半期財務諸表、すな

わち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・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。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

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財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

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。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論を表明することにある。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。

四半期レビューにおいては、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して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。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。

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。

 

監査人の結論

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

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、暁飯島工業株式会社の平成28年５月31日現在の財政状態並びに同日をもっ

て終了する第３四半期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

すべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

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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