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(百万円未満切捨て)
 

１．平成26年８月期第１四半期の業績（平成25年９月１日～平成25年11月30日）

（１）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８月期第１四半期 1,614 32.7 75 37.8 81 18.4 46 20.4
25年８月期第１四半期 1,217 △12.0 54 4.1 68 12.0 38 36.9

 

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８月期第１四半期 4.26 ―
25年８月期第１四半期 3.54 ―

 

 

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年８月期第１四半期 6,225 2,417 38.8
25年８月期 6,322 2,401 38.0

 

(参考) 自己資本 26年８月期第１四半期 2,417百万円 25年８月期 2,401百万円
 

 

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

25年８月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00

26年８月期 ―

26年８月期(予想) 0.00 ― 3.00 3.00
 

(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．平成26年８月期の業績予想（平成25年９月１日～平成26年８月31日）
 

 

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

第２四半期(累計) 3,200 14.7 100 △13.4 90 △27.2 55 △20.4 5.04
通期 6,800 3.5 240 △2.4 220 △18.3 130 △19.9 11.91

 

(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）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
 

（２）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
 

（３）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) 26年８月期１Ｑ 11,000,000株 25年８月期 11,000,000株

② 期末自己株式数 26年８月期１Ｑ 86,038株 25年８月期 86,038株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年８月期１Ｑ 10,913,962株 25年８月期１Ｑ 10,914,721株
 

※ 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きの対象外であり、この四半期決算短信の開
示時点において、四半期財務諸表に対するレビュー手続きは終了しておりません。

 

※ 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見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判
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り大きく異なる可能性があります。 
なお、業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、添付資料Ｐ.３
「１.当四半期決算に関する定性的情報 （３）業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、新政権による経済政策及び金融政策の効果を背景に、

企業収益の改善や個人消費の持ち直しなどゆるやかな回復基調がみられたものの、海外景気の下振れリ

スク及び円安進行による原材料価格の上昇、さらには雇用環境問題など国内外の懸念材料を払拭するこ

とができず、引き続き不透明感が残る状況のまま推移いたしました。  

建設業界におきましては、復興関連予算の執行による政府建設投資の増加が下支えとなり、民間設備

投資も回復基調を続けている一方で、熾烈な受注競争に加え、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厳し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。  

当第１四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28.6％減少の14億41百万円と

なりましたが、売上高は、同じく32.7％増加の16億14百万円となりました。  

損益面におきましては、営業利益は前年同四半期比37.8％増加の75百万円、経常利益も同じく18.4％

増加の81百万円となりました。また、最終損益につきましても、同じく20.4％増加の46百万円の四半期

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28.6％減少の14億41百万円となり、完成工事高は同じく

33.1％増加の16億４百万円、営業利益は同じく22.1％増加の１億25百万円となりました。 

   （その他事業） 

その他事業の売上高は前年同四半期比12.2％減少の10百万円、営業利益は同じく28.5％減少の４百

万円となりました。 

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54百万円であり、主

に各セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第１四半期会計期間における資産合計は、前事業年度末に比べ97百万円減少し、62億25百万円とな

りました。その要因は、主に現金預金及び売上債権の減少によるものであります。  

負債合計は、前事業年度末に比べ１億13百万円減少し、38億８百万円となりました。その要因は、主

に未成工事受入金及び長期借入金の減少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15百万円増加し、24億17百万円となりました。その要因は、主

に四半期純利益の計上に伴う利益剰余金の増加及びその他有価証券評価差額金の増加によるものであり

ます。 

  

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

（２）財政状態に関する説明
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（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期累計期間における現金及び現金同等物は、１億56百万円減少し14億27百万円となりまし

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、仕入債務が増加し、売上債権

が減少したものの、未成工事支出金が増加し、未成工事受入金が減少したことなどから18百万円の支出

超過（前年同四半期は１億37百万円の支出超過）となりました。  

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得などから28百万円の支出超過（前年同四半期

は３百万円の収入超過）となりました。  

財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の減少などから１億９百万円の支出超過（前年同

四半期は１億41百万円の支出超過）となりました。 

  

平成26年８月期の業績予想につきましては、平成25年10月15日の「平成25年８月期 決算短信」で公

表いたしました第２四半期累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期財務諸表
（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成25年８月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25年11月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 1,598,245 1,441,841

受取手形・完成工事未収入金 1,773,483 1,745,931

未成工事支出金 82,097 133,256

繰延税金資産 33,214 19,091

その他 87,555 93,568

貸倒引当金 △37,030 △36,510

流動資産合計 3,537,566 3,397,179

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 1,169,543 1,169,543

減価償却累計額 △885,563 △890,767

建物・構築物（純額） 283,979 278,775

土地 2,160,682 2,160,682

その他 15,451 15,451

減価償却累計額 △12,724 △13,008

その他（純額） 2,726 2,442

有形固定資産合計 2,447,388 2,441,900

無形固定資産 1,133 1,008

投資その他の資産

投資有価証券 308,460 357,248

その他 28,423 28,385

貸倒引当金 △140 △140

投資その他の資産合計 336,744 385,494

固定資産合計 2,785,266 2,828,402

資産合計 6,322,832 6,225,581
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(単位：千円)

前事業年度
(平成25年８月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25年11月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金 1,547,630 1,589,143

短期借入金 1,180,000 1,180,000

1年内返済予定の長期借入金 223,942 210,422

1年内償還予定の社債 80,000 80,000

未払法人税等 6,802 21,544

未成工事受入金 329,819 208,268

完成工事補償引当金 4,320 4,600

賞与引当金 52,580 22,770

役員賞与引当金 4,500 －

その他 55,441 97,218

流動負債合計 3,485,035 3,413,966

固定負債

社債 160,000 160,000

長期借入金 209,454 157,731

繰延税金負債 3,472 10,755

退職給付引当金 45,491 47,617

その他 18,085 18,354

固定負債合計 436,503 394,458

負債合計 3,921,538 3,808,425

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 1,003,321 1,006,161

自己株式 △21,587 △21,587

株主資本合計 2,394,039 2,396,880

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 7,254 20,276

評価・換算差額等合計 7,254 20,276

純資産合計 2,401,294 2,417,156

負債純資産合計 6,322,832 6,225,581
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（２）四半期損益計算書
第１四半期累計期間

(単位：千円)

前第１四半期累計期間
(自 平成24年９月１日
至 平成24年11月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成25年９月１日
至 平成25年11月30日)

売上高

完成工事高 1,205,681 1,604,477

その他の事業売上高 11,456 10,061

売上高合計 1,217,137 1,614,539

売上原価

完成工事原価 1,062,098 1,444,320

その他の事業売上原価 4,807 5,307

売上原価合計 1,066,906 1,449,627

売上総利益 150,231 164,911

販売費及び一般管理費

従業員給料及び手当 30,655 31,455

賞与引当金繰入額 8,174 6,690

退職給付費用 3,309 3,478

その他 53,335 47,805

販売費及び一般管理費合計 95,474 89,429

営業利益 54,756 75,481

営業外収益

受取利息 350 139

受取配当金 1,270 1,112

投資有価証券売却益 655 1,826

仕入割引 2,047 1,833

受取地代家賃 2,205 2,235

貸倒引当金戻入額 15,162 520

償却債権取立益 － 7,423

その他 2,432 1,831

営業外収益合計 24,123 16,920

営業外費用

支払利息 9,191 8,812

投資有価証券売却損 652 －

その他 333 2,243

営業外費用合計 10,177 11,056

経常利益 68,703 81,345

税引前四半期純利益 68,703 81,345

法人税、住民税及び事業税 10,614 20,726

法人税等調整額 19,462 14,123

法人税等合計 30,076 34,849

四半期純利益 38,626 46,496
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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１四半期累計期間
(自 平成24年９月１日
至 平成24年11月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成25年９月１日
至 平成25年11月30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 68,703 81,345

減価償却費 5,842 5,613

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15,210 △520

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △160 280

工事損失引当金の増減額（△は減少） △2,100 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △45,400 △29,810

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,500 △4,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,246 2,125

受取利息及び受取配当金 △1,621 △1,251

支払利息 9,191 8,812

投資有価証券売却損益（△は益） △2 △1,826

投資有価証券評価損益（△は益） △744 1,767

売上債権の増減額（△は増加） 547,036 27,552

未成工事支出金の増減額（△は増加） △19,540 △51,159

仕入債務の増減額（△は減少） △461,862 41,513

未成工事受入金の増減額（△は減少） △20,436 △121,550

未収消費税等の増減額（△は増加） － 28,186

未払消費税等の増減額（△は減少） △56,539 △7,625

破産更生債権等の増減額（△は増加） 50 －

その他 29,446 14,570

小計 33,399 △6,477

利息及び配当金の受取額 1,536 1,148

利息の支払額 △8,052 △7,902

法人税等の支払額 △163,934 △5,495

営業活動によるキャッシュ・フロー △137,051 △18,727
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(単位：千円)

前第１四半期累計期間
(自 平成24年９月１日
至 平成24年11月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成25年９月１日
至 平成25年11月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △100,000 △100,000

有価証券の売却及び償還による収入 100,000 100,000

投資有価証券の取得による支出 △31,340 △50,400

投資有価証券の売却及び償還による収入 33,624 21,797

その他 1,639 170

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,923 △28,432

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） △30,000 －

長期借入金の返済による支出 △80,043 △65,243

配当金の支払額 △31,732 △44,001

財務活動によるキャッシュ・フロー △141,775 △109,244

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △274,903 △156,404

現金及び現金同等物の期首残高 1,397,092 1,584,245

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,122,188 1,427,841
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）四半期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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
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①受注実績（累計） 

(注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

②売上実績（累計） 

(注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

５．補足情報

（１）受注及び売上の状況

区分

前第１四半期累計期間 
(自 平成24年９月１日 
  至 平成24年11月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成25年９月１日 
  至 平成25年11月30日)

増減    
（△は減）

(参考）    
前事業年度   

（平成25年８月期）

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
増減率
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

設備事業

 建築設備工事 1,566,555 77.5 893,200 61.9 △673,355 △43.0 4,489,613 64.2

 リニューアル工事 407,981 20.2 520,691 36.1 112,710 27.6 2,149,443 30.7

 土木工事 ― ― ― ― ― ― ― ―

 プラント工事 ― ― ― ― ― ― ― ―

 ビルケア工事 45,924 2.3 28,035 2.0 △17,888 △39.0 357,464 5.1

設備事業合計 2,020,460 100.0 1,441,927 100.0 △578,533 △28.6 6,996,521 100.0
 

区分

前第１四半期累計期間 
(自 平成24年９月１日 
  至 平成24年11月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成25年９月１日 
  至 平成25年11月30日)

増減    
（△は減）

(参考）    
前事業年度   

（平成25年８月期）

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
増減率
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

設備事業

 建築設備工事 680,100 55.9 992,126 61.5 312,025 45.9 4,334,729 66.0

 リニューアル工事 433,026 35.6 522,977 32.4 89,950 20.8 1,802,438 27.4

 土木工事 ― ― ― ― ― ― 36,438 0.6

 プラント工事 ― ― ― ― ― ― ― ―

 ビルケア工事 92,553 7.6 89,374 5.5 △3,179 △3.4 354,800 5.4

設備事業合計 1,205,681 99.1 1,604,477 99.4 398,796 33.1 6,528,405 99.4

その他事業

 不動産事業 11,456 0.9 10,061 0.6 △1,394 △12.2 41,540 0.6

その他事業合計 11,456 0.9 10,061 0.6 △1,394 △12.2 41,540 0.6

合計 1,217,137 100.0 1,614,539 100.0 397,401 32.7 6,569,946 100.0
 

暁飯島工業㈱（1997）　平成26年８月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

-10-




