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１．平成24年８月期第２四半期の業績（平成23年９月１日～平成24年２月29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 ％

24年８月期第２四半期 3,288 10.7 181 65.7 171 50.1 96 3.1

23年８月期第２四半期 2,970 ― 109 ― 114 ― 93 ―

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

24年８月期第２四半期 8.82 ―

23年８月期第２四半期 8.55 ―

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

24年８月期第２四半期 6,198 2,150 34.7 197.01

23年８月期 5,818 2,058 35.4 188.57

(参考) 自己資本 24年８月期第２四半期 2,150百万円  23年８月期 2,058百万円

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

23年８月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00

24年８月期 ― 0.00

24年８月期(予想) ― 3.00 3.00

３．平成24年８月期の業績予想（平成23年９月１日～平成24年８月31日）

(％表示は、対前期増減率)

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

通期 6,500 6.5 250 12.7 230 8.9 130 △6.1 11.91



  

 

 

 
  

 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は終了しておりません。 

  

 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、四半

期決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

４．その他

（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) 24年８月期２Ｑ 11,000,000株 23年８月期 11,000,000株

② 期末自己株式数 24年８月期２Ｑ 85,079株 23年８月期 84,129株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年８月期２Ｑ 10,915,587株 23年８月期２Ｑ 10,916,367株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による停滞から一部緩やかな回復

の兆しが見られていたものの、欧州債務危機による世界経済の減速や円高の長期化に加え、デフレの長

期化や電力供給の不安による国内企業への影響などもあり、先行きは依然不透明な状況で推移いたしま

した。  

当社関連の建設業界におきましては、政府補正予算による東日本大震災への復旧・復興需要が期待さ

れるものの、それ以外の公共投資や民間設備投資は先行きの不透明感から依然として低調に推移し、極

めて厳しい受注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２四半期累計期間の業績は、受注高は前年同四半期比2.7％減少の29億99百万円とな

りましたが、売上高につきましては、前年同四半期比10.7％増加の32億88百万円となりました。  

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65.7％増加の１億81百

万円、経常利益は同じく50.1％増加の１億71百万円となりました。また、最終損益につきましても税金

費用の増加がありましたが、同じく3.1％増加の96百万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2.7％減少の29億99百万円となりましたが、完成工事高は

前年同四半期比10.7％増加の32億65百万円、営業利益は同じく32.7％増加の２億72百万円となりまし

た。 

   （その他事業） 

その他事業の売上高は前年同四半期比5.9％増加の22百万円、営業利益は同じく14.7％増加の12百

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１億３百万円であ

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２四半期会計期間における資産合計は、前事業年度末に比べ３億79百万円増加し、61億98百万円

となりました。その要因は、主に売上債権の増加によるものであります。  

負債合計は、前事業年度末に比べ２億87百万円増加し、40億48百万円となりました。その要因は、主

に仕入債務の増加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91百万円増加し、21億50百万円となりました。その要因は、主

に四半期純利益の計上に伴い利益剰余金が増加したこと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）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報
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（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物は、89百万円増加し14億41百万円となりました。

当第２四半期累計期間における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、仕入債務が増加したものの、売上債権も増加したことなどから１百万円の支出超過（前年同四半期

は２億52百万円の支出超過）となりました。  

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還及び売却などから79百万円の収入超過（前年

同四半期は１億１百万円の収入超過）となりました。  

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期の借入金などから11百万円の収入超過（前年同四半期は

87百万円の支出超過）となりました。 

  

平成24年８月期の業績予想につきましては、平成23年10月14日に公表いたしました通期の業績予想を

修正しております。詳細につきましては、平成24年３月30日に発表しております「業績予想の修正に関

するお知らせ」をご参照ください。 

  

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）業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(その他)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23年８月31日)

当第２四半期会計期間
(平成24年２月29日)

資産の部

流動資産

現金預金 1,376,106 1,465,273

受取手形・完成工事未収入金 1,429,679 1,774,315

有価証券 92,880 －

未成工事支出金 205,257 151,488

繰延税金資産 30,334 28,306

その他 39,984 95,327

貸倒引当金 △49,080 △47,540

流動資産合計 3,125,163 3,467,171

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 1,109,686 1,131,543

減価償却累計額 △840,317 △851,493

建物・構築物（純額） 269,368 280,049

土地 2,160,682 2,160,682

その他 44,161 13,087

減価償却累計額 △10,648 △11,191

その他（純額） 33,512 1,896

有形固定資産合計 2,463,563 2,442,628

無形固定資産 1,008 772

投資その他の資産

投資有価証券 206,048 260,088

長期貸付金 500 500

その他 62,159 66,670

貸倒引当金 △39,767 △39,345

投資その他の資産合計 228,940 287,913

固定資産合計 2,693,512 2,731,314

資産合計 5,818,675 6,198,486
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(単位：千円)

前事業年度
(平成23年８月31日)

当第２四半期会計期間
(平成24年２月29日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金 1,382,732 1,574,226

短期借入金 1,360,000 1,300,000

1年内返済予定の長期借入金 240,240 315,412

1年内償還予定の社債 50,000 50,000

未払法人税等 3,614 83,949

未成工事受入金 165,450 147,874

完成工事補償引当金 8,510 9,010

工事損失引当金 6,410 280

賞与引当金 61,860 53,870

役員賞与引当金 5,500 －

災害損失引当金 19,920 －

その他 35,092 77,541

流動負債合計 3,339,330 3,612,164

固定負債

社債 155,000 130,000

長期借入金 217,370 252,722

退職給付引当金 30,482 34,921

その他 18,053 18,309

固定負債合計 420,906 435,953

負債合計 3,760,236 4,048,117

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 745,590 809,094

自己株式 △21,379 △21,476

株主資本合計 2,136,516 2,199,923

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △78,077 △49,555

評価・換算差額等合計 △78,077 △49,555

純資産合計 2,058,438 2,150,368

負債純資産合計 5,818,675 6,198,486
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（２）四半期損益計算書
第２四半期累計期間

(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自 平成22年９月１日
至 平成23年２月28日)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年９月１日
至 平成24年２月29日)

売上高

完成工事高 2,948,986 3,265,266

その他の事業売上高 21,575 22,841

売上高合計 2,970,561 3,288,108

売上原価

完成工事原価 2,640,742 2,898,582

その他の事業売上原価 10,414 10,046

売上原価合計 2,651,157 2,908,628

売上総利益 319,404 379,479

販売費及び一般管理費

従業員給料及び手当 65,909 68,420

賞与引当金繰入額 15,832 16,107

退職給付費用 6,951 6,847

貸倒引当金繰入額 11,650 －

その他 109,390 106,353

販売費及び一般管理費合計 209,733 197,728

営業利益 109,670 181,751

営業外収益

受取利息 1,457 1,582

受取配当金 1,724 1,640

仕入割引 4,362 4,820

受取地代家賃 4,422 4,373

貸倒引当金戻入額 － 1,571

その他 15,638 4,112

営業外収益合計 27,604 18,100

営業外費用

支払利息 22,387 21,941

有価証券売却損 － 976

投資有価証券売却損 － 4,660

その他 586 764

営業外費用合計 22,974 28,342

経常利益 114,300 171,509

暁飯島工業㈱（1997）　平成24年８月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

－6－



(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自 平成22年９月１日
至 平成23年２月28日)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年９月１日
至 平成24年２月29日)

特別利益

国庫補助金 － 9,833

関係会社事業損失引当金戻入額 2,349 －

退職給付引当金戻入額 11 －

災害損失引当金戻入額 － 9,420

貸倒引当金戻入額 10,003 －

特別利益合計 12,363 19,253

特別損失

固定資産圧縮損 － 9,833

貸倒引当金繰入額 10,570 －

特別損失合計 10,570 9,833

税引前四半期純利益 116,094 180,929

法人税、住民税及び事業税 751 81,958

法人税等調整額 21,997 2,718

法人税等合計 22,748 84,677

四半期純利益 93,345 96,252
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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２四半期累計期間
(自 平成22年９月１日
至 平成23年２月28日)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年９月１日
至 平成24年２月29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 116,094 180,929

減価償却費 11,365 11,953

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14,458 △1,571

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △520 500

工事損失引当金の増減額（△は減少） 11,770 △6,130

賞与引当金の増減額（△は減少） △12,450 △7,990

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8,000 △5,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,155 4,439

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） △7,000 －

災害損失引当金の増減額（△は減少） － △19,920

受取利息及び受取配当金 △3,181 △3,223

支払利息 22,387 21,941

有価証券売却損益（△は益） － 976

有価証券償還損益（△は益） △11,451 △1,834

投資有価証券売却損益（△は益） － 4,660

国庫補助金 － △9,833

固定資産圧縮損 － 9,833

売上債権の増減額（△は増加） △413,710 △344,635

未成工事支出金の増減額（△は増加） 8,117 53,768

仕入債務の増減額（△は減少） 356,828 191,493

未成工事受入金の増減額（△は減少） △256,702 △17,576

未収消費税等の増減額（△は増加） △9,286 22,789

未払消費税等の増減額（△は減少） △35,161 △1,437

破産更生債権等の増減額（△は増加） 7,761 31

その他 8,306 △63,590

小計 △198,217 20,075

利息及び配当金の受取額 3,177 3,218

利息の支払額 △22,212 △21,923

法人税等の支払額 △34,932 △2,976

営業活動によるキャッシュ・フロー △252,185 △1,604

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 △48,165 －

有価証券の償還による収入 150,000 50,000

有価証券の売却による収入 － 42,028

出資金の払込による支出 － △5,005

有形固定資産の取得による支出 △125 △7,715

その他 △66 76

投資活動によるキャッシュ・フロー 101,642 79,384
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(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自 平成22年９月１日
至 平成23年２月28日)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年９月１日
至 平成24年２月29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） △75,600 △60,000

長期借入れによる収入 100,000 239,000

長期借入金の返済による支出 △69,120 △128,476

社債の償還による支出 △30,000 △25,000

自己株式の取得による支出 △16 △97

配当金の支払額 △13,180 △14,038

財務活動によるキャッシュ・フロー △87,916 11,388

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △238,459 89,167

現金及び現金同等物の期首残高 1,589,550 1,352,106

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,351,091 1,441,273
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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）継続企業の前提に関する注記

（５）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）生産、受注及び販売の状況

区分

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年９月１日 
  至 平成23年２月28日)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年９月１日 
  至 平成24年２月29日)

増減    
（△は減）

(参考）    
前事業年度   

（平成23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 1,664,210 54.0 1,435,567 47.9 △228,642 △13.7 2,563,210 44.4

 リニューアル工事 1,348,963 43.7 1,482,324 49.4 133,361 9.9 2,851,845 49.4

 土木工事 △860 △0.0 8,300 0.3 9,160 ― △860 △0.0

 プラント工事 ― ― ― ― ― ― ― ―

 ビルケア工事 70,151 2.3 73,007 2.4 2,855 4.1 354,141 6.2

設備事業合計 3,082,464 100.0 2,999,199 100.0 △83,264 △2.7 5,768,337 100.0

区分

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年９月１日 
  至 平成23年２月28日)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年９月１日 
  至 平成24年２月29日)

増減    
（△は減）

(参考）    
前事業年度   

（平成23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 1,730,584 58.3 1,444,177 43.9 △286,407 △16.5 3,425,752 56.1

 リニューアル工事 974,367 32.8 1,634,420 49.7 660,053 67.7 2,203,445 36.1

 土木工事 38,232 1.3 2,292 0.1 △35,940 △94.0 45,676 0.8

 プラント工事 ― ― ― ― ― ― ― ―

 ビルケア工事 205,803 6.9 184,376 5.6 △21,426 △10.4 383,837 6.3

設備事業合計 2,948,986 99.3 3,265,266 99.3 316,279 10.7 6,058,710 99.3

その他事業

 不動産事業 21,575 0.7 22,841 0.7 1,266 5.9 44,301 0.7

その他事業合計 21,575 0.7 22,841 0.7 1,266 5.9 44,301 0.7

合計 2,970,561 100.0 3,288,108 100.0 317,546 10.7 6,103,011 100.0
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