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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37期

第２四半期
連結累計期間

第38期
第２四半期
連結累計期間

第37期

会計期間
自 平成24年５月１日
至 平成24年10月31日

自 平成25年５月１日
至 平成25年10月31日

自 平成24年５月１日
至 平成25年４月30日

売上高 (百万円) 74,804 83,465 156,398

経常利益 (百万円) 6,654 6,929 13,769

四半期(当期)純利益 (百万円) 4,312 4,225 8,650

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 4,612 4,902 13,254

純資産額 (百万円) 55,777 67,596 63,645

総資産額 (百万円) 129,972 156,069 149,792

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 72.51 71.04 145.44

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 42.5 42.9 42.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △3,612 △8,307 △2,287

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △232 △697 △852

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 4,200 △687 10,733

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

(百万円) 33,753 31,302 40,994
 

　

回次
第37期

第２四半期
連結会計期間

第38期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成24年８月１日
至 平成24年10月31日

自 平成25年８月１日
至 平成25年10月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 40.98 37.00
 

(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．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４．第38期より金額の単位表示を千円単位から百万円単位へ変更しております。なお、比較を容易にするため

第37期についても百万円単位に組替えて表示しております。
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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。

また、主要な関係会社についても異同はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、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 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、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)業績の状況

当第２四半期連結累計期間における経済は、ヨーロッパにおいてはフランスやドイツにおいて引き

続き景況感が改善する中、イタリアなどでは改善が一服し、アメリカにおいては、緩やかに回復し、

住宅投資においても明るさが見られるものの、個人消費や設備投資の伸びの鈍化が見られ、一方中国

においては、緩やかなペースの景気回復が継続しております。

このような中、わが国の経済は、公共投資が順調に増加すると共に、住宅着工件数も９月に104.4万

戸に達し、駆け込み需要も見込まれ、しばらく高水準を維持すると見られ、設備投資も４～６月期以

降増加基調を維持していると考えられる半面、８月の消費総合指数は前月比ほぼ横ばいにとどまり、

物価上昇圧力も高まりを見せ、他方で海外需要の弱含みを受けて、７～９月期の実質輸出が前期比マ

イナスになる等、2013年前半の景気のけん引役であった個人消費と輸出に勢いが薄れてきており、景

気持ち直しの動きは続くものの、そのペースは引き続き緩やかなものにとどまると思われます。

実質ＧＤＰ成長率は、平成25年７～９月期は＋0.5％と、４四半期連続でプラス成長となったもの

の、２四半期にわたり成長の減速がみられます（平成25年11月14日内閣府発表「2013（平成25）年

７～９月期四半期別ＧＤＰ速報（１次速報値）」）。

このような国内外の経済環境の下、当社グループが位置する戸建分譲住宅業界においては、住宅

ローン金利の低下、物件価格の先高観などを背景に、新築住宅着工戸数（分譲一戸建）は、平成24年

９月以降前年実績を上回り続けております。

このような環境下、当社グループは、引き続き用地仕入の厳選、建設単価の抑制及び早期販売の徹

底などを行うとともに、販売費及び一般管理費の節減にも努めてきました。

この結果、戸建分譲住宅については、当第２四半期連結累計期間における決済棟数は、2,542棟とな

り、売上高は77,523百万円（前年同期比10.8％増）となりました。

分譲マンションにおいては、当第２四半期連結累計期間における決済棟数は、37戸となり、売上高

は1,701百万円（前年同期比93.4％増）となりました。

当第２四半期連結累計期間の売上高は、83,465百万円、営業利益は7,218百万円、経常利益は6,929

百万円、四半期純利益は4,225百万円となりました。

なお、前第２四半期連結累計期間との比較では、売上高は11.6％増加し、営業利益は3.4％、経常利

益は4.1％、と各々増益となったものの、四半期純利益は2.0％の減少となりました。
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(2）財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて6,277百万円増加し、

156,069百万円となりました。これは主にたな卸資産が17,999百万円増加し、現預金が9,350百万円減

少したことによるものであります。　

負債は、前連結会計年度末に比べて2,326百万円増加し、88,473百万円となりました。これは主に支

払手形、買掛金及び営業未払金が1,911百万円増加したことによるものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べて3,950百万円増加し、67,596百万円となりました。これは主に

利益剰余金が2,976百万円増加したことによるものであります。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前第２四半期連結会計期間末と比較

して、2,451百万円減少し、31,302百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況及び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）

営業活動によるキャッシュ・フローは、8,307百万円の支出（前年同期は3,612百万円の支出）とな

りました。これは主に営業貸付金及び営業未収金の減少、たな卸資産の増加によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは697百万円の支出（前年同期は232百万円の支出）となりまし

た。これは主に定期預金の預入れ及び有形固定資産の取得による支出であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは687百万円の支出（前年同期は4,200百万円の収入）となりま

した。

これは主に短期借入金及び長期借入金の返済による支出であります。

　

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間における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。

　

(5）研究開発活動

当第２四半期連結累計期間における当社グループの研究開発活動の金額は23百万円であります。

なお、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。
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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 240,000,000

計 240,000,000
 

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成25年10月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年12月10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 59,479,440 59,479,440 ―
単元株式数

100株

計 59,479,440 59,479,440 ― ―
 

 （注）当社株式は、東京証券取引所（市場第一部）に上場しておりましたが、平成25年６月27日に決議した「統合契

約書」に基づき、平成25年10月29日をもって上場廃止となりました。

　

(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
(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)

平 成 25 年 10 月 31 日
(注)

△94 59,479,440 ― 2,000 ― 3
 

　（注）自己株式の消却による減少であります。
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(6) 【大株主の状況】

平成25年10月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

森     和 彦 東京都武蔵野市 17,250,000 29.00

有限会社一商事 東京都西東京市柳沢１丁目６－３ 12,096,000 20.34

有限会社Ｋ．フォレスト 東京都武蔵野市西久保１丁目３－７ 10,636,080 17.88

クレディ・スイス・セキュリ
ティーズ（ユーエスエー）エル
エルシーエスピーシーエル．
フォーイーエックスシーエル．
ビーイーエヌ（常任代理人　ク
レディ・スイス証券株式会社）

US ELEVEN MADISON AVENUE NEW YORK NY
10010-3629 USA
（東京都港区六本木１丁目６-１泉ガーデン
タワー）

1,211,129 2.04

ゴールドマン・サックス・アン
ド・カンパニーレギュラーアカ
ウント（常任代理人　ゴールド
マン・サックス証券株式会社）

US 200 WEST STREET NEW YORK,NY,USA
（東京都港区六本木６丁目10-１六本木ヒル
ズ森タワー）

1,125,500 1.89

石 丸 郁 子 東京都武蔵野市 929,800 1.56

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丁目11－３ 840,400 1.41

飯田産業従業員持株会 東京都武蔵野市境２丁目２－２ 674,420 1.13

ステートストリートバンクアン
ドトラストカンパニー505103
（常任代理人 株式会社みずほ
銀行決済営業部）

US P．O．BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS
02101 U．S．A．
（東京都中央区月島４丁目16-13）

488,301 0.82

飯 田 一 男 東京都杉並区 400,000 0.67

計 ― 45,651,630 76.75
 

　

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成25年10月31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) ― ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

59,475,800
594,758 ―

単元未満株式
普通株式

3,640
― ―

発行済株式総数 59,479,440 ― ―

総株主の議決権 ― 594,758 ―
 

(注) 「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1,200株（議決権12個）

　　含まれております。

　　　

② 【自己株式等】

　　該当事項はありません。
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２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期連結累計期間における役員の異動は、次のとおりで

あります。

　

退任役員

役名 職名 氏名 退任年月日

監査役（常勤） ― 石　丸　郁　子 平成25年10月31日
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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

（1）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）当社の四半期連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で

記載しておりましたが、第１四半期連結会計期間及び第１四半期連結累計期間より百万円単位で記

載することに変更いたしました。なお、比較を容易にするため、前連結会計年度及び前第２四半期

連結累計期間についても百万円単位に組替え表示しております。

　

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(平成25年

８月１日から平成25年10月31日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成25年５月１日から平成25年

10月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、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
(平成25年４月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 40,994 31,644

売掛金 10 18

営業貸付金及び営業未収金 17,044 14,122

たな卸資産
※ 57,687 ※ 75,685

その他 3,501 2,986

貸倒引当金 △20 △22

流動資産合計 119,218 124,434

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,532 7,638

機械装置及び運搬具（純額） 86 74

土地 9,083 9,118

建設仮勘定 41 0

その他（純額） 1,007 1,008

有形固定資産合計 17,751 17,840

無形固定資産 225 228

投資その他の資産

投資有価証券 11,856 12,871

その他 844 839

貸倒引当金 △103 △145

投資その他の資産合計 12,597 13,565

固定資産合計 30,574 31,635

資産合計 149,792 156,069

負債の部

流動負債

支払手形、買掛金及び営業未払金 16,194 18,105

短期借入金 50,734 51,756

1年内償還予定の社債 300 300

未払法人税等 3,180 2,720

賞与引当金 365 435

役員賞与引当金 － 79

その他 1,877 1,937

流動負債合計 72,653 75,334

固定負債

社債 450 300

長期借入金 8,600 7,992

退職給付引当金 467 509

保証工事引当金 39 47

その他 3,936 4,290

固定負債合計 13,494 13,139

負債合計 86,147 88,473
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年４月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年10月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,000 2,000

資本剰余金 3 3

利益剰余金 54,245 57,222

自己株式 △296 －

株主資本合計 55,952 59,225

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 7,067 7,714

その他の包括利益累計額合計 7,067 7,714

少数株主持分 625 655

純資産合計 63,645 67,596

負債純資産合計 149,792 156,069

EDINET提出書類

株式会社飯田産業(E03982)

四半期報告書

11/20



(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 平成24年５月１日
　至 平成24年10月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年５月１日
　至 平成25年10月31日)

売上高 74,804 83,465

売上原価 61,401 68,867

売上総利益 13,402 14,597

販売費及び一般管理費
※1 6,422 ※1 7,379

営業利益 6,979 7,218

営業外収益

受取利息 2 3

受取配当金 87 180

その他 41 25

営業外収益合計 131 208

営業外費用

支払利息 387 399

その他 70 98

営業外費用合計 457 497

経常利益 6,654 6,929

税金等調整前四半期純利益 6,654 6,929

法人税等 2,291 2,674

少数株主損益調整前四半期純利益 4,362 4,255

少数株主利益 49 29

四半期純利益 4,312 4,225
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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 平成24年５月１日
　至 平成24年10月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年５月１日
　至 平成25年10月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 4,362 4,255

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 250 647

その他の包括利益合計 250 647

四半期包括利益 4,612 4,902

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 4,563 4,872

少数株主に係る四半期包括利益 49 29
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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 平成24年５月１日
　至 平成24年10月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年５月１日
　至 平成25年10月31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 6,654 6,929

減価償却費 211 216

引当金の増減額（△は減少） 102 241

受取利息及び受取配当金 △89 △183

支払利息 387 399

売上債権の増減額（△は増加） △3 △7

営業貸付金及び営業未収金の増減額（△は増
加）

△7,289 2,921

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,583 △17,999

仕入債務の増減額（△は減少） 742 1,911

その他の流動資産の増減額（△は増加） △104 531

その他 △208 18

小計 △1,180 △5,021

利息及び配当金の受取額 89 103

利息の支払額 △426 △287

法人税等の支払額 △2,095 △3,103

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,612 △8,307

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 △1 △340

定期預金の払戻による収入 30 －

投資有価証券の取得による支出 △43 △35

投資有価証券の売却による収入 11 7

有形固定資産の取得による支出 △166 △231

有形固定資産の売却による収入 3 －

無形固定資産の取得による支出 △6 △8

その他 △60 △89

投資活動によるキャッシュ・フロー △232 △697

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） 5,781 △855

長期借入れによる収入 502 5,487

長期借入金の返済による支出 △1,309 △4,217

社債の償還による支出 △150 △150

少数株主からの払込みによる収入 150 －

自己株式の取得による支出 － △0

配当金の支払額 △773 △951

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,200 △687

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 355 △9,692

現金及び現金同等物の期首残高 33,398 40,994

現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 33,753 ※ 31,302
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

当第２四半期連結累計期間

（自　平成25年５月１日　至　平成25年10月31日）

　税金費用については、前連結会計年度の四半期決算において年度決算と同様な方法により計算しておりました

が、当第１四半期連結会計期間より、年度決算で見込まれる税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引

前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法に変更しております。

　この変更は、当社及び連結子会社の四半期決算業務の一層の効率化を図り、四半期決算における迅速性に対応す

るためであります。

　なお、この変更による四半期連結財務諸表に与える影響額は軽微であるため、遡及適用は行っておりません。

　
 

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

　
当第２四半期連結累計期間

(自 平成25年5月１日 至 平成25年10月31日)

税金費用の計算 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税

引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税

引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。
 

　

(四半期連結貸借対照表関係)

※　たな卸資産の内訳は次のとおりであります。

　

　
前連結会計年度

(平成25年４月30日)
当第２四半期連結会計期間

(平成25年10月31日)

販売用不動産 12,285百万円 15,640百万円

仕掛販売用不動産 41,285 54,748

未成工事支出金 4,042 5,203

貯蔵品 45 58

商品 28 34
 

　
　

(四半期連結損益計算書関係)

※１ 販売費及び一般管理費の主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 平成24年５月１日
至 平成24年10月31日)

　
当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年５月１日
至 平成25年10月31日)

広告宣伝費 639百万円 　 671百万円

従業員給料手当 1,534 　 1,774

従業員賞与 70 　 126

賞与引当金繰入額 283 　 345

支払手数料 1,620 　 1,945

租税公課 441 　 546

退職給付費用 25 　 36

役員賞与引当金繰入額 69 　 79
 

　
２ 売上高については、第４四半期に集中し著しく増加する傾向があります。このため、各四半期連

結会計期間の業績に季節的変動があります。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※　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

は、次のとおりであります。

　

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年５月１日
至 平成24年10月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年５月１日
至 平成25年10月31日)

現金及び預金 33,763百万円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金

△9

現金及び現金同等物 33,753
 

　 31,644百万円

　 △342

　 31,302
 

 

　

(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自 平成24年５月１日 至 平成24年10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

平成24年7月27日
定時株主総会

普通株式 773 13 平成24年４月30日 平成24年７月30日 利益剰余金
 

　

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

平成24年12月11日
取締役会

普通株式 773 13 平成24年10月31日 平成25年１月10日 利益剰余金
 

　

当第２四半期連結累計期間(自 平成25年５月１日 至 平成25年10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

平成25年7月30日
定時株主総会

普通株式 951 16 平成25年４月30日 平成25年７月31日 利益剰余金
 

　

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

平成25年12月10日
取締役会

普通株式 951 16 平成25年10月31日 平成26年１月15日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成24年５月１日 至 平成24年10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
四半期連結損益
計算書計上額戸建分譲

住宅事業
金融事業 計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 71,391 1,067 72,459 2,345 74,804 - 74,804

計 71,391 1,067 72,459 2,345 74,804 - 74,804

セグメント利益
又は損失（△）(注)２

6,755 363 7,119 △139 6,979 - 6,979
 

(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、分譲マンション事業、不動産賃

貸事業、江の島事業等の事業活動を含んでおります。

２．セグメント利益は、営業利益を記載しております。

　
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。

　

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成25年５月１日 至 平成25年10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
四半期連結損益
計算書計上額戸建分譲

住宅事業
金融事業 計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 79,290 1,207 80,497 2,967 83,465 - 83,465

計 79,290 1,207 80,497 2,967 83,465 - 83,465

セグメント利益(注)２ 7,035 152 7,188 30 7,218 - 7,218
 

(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、分譲マンション事業、不動産賃

貸事業、江の島事業等の事業活動を含んでおります。

２．セグメント利益は、営業利益を記載しております。

　

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

(固定資産に係る減損損失)

　該当事項はありません。

　

(のれんの金額の重要な変動)

　重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年５月１日
至 平成24年10月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年５月１日
至 平成25年10月31日)

１株当たり四半期純利益金額 72円51銭 71円04銭

    (算定上の基礎) 　 　

   四半期純利益金額(百万円) 4,312 4,225

   普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

   普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 4,312 4,225

    普通株式の期中平均株式数(株) 59,479,535 59,479,464
 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

平成25年12月２日開催の臨時株主総会において、下記のとおり決算期の変更を決議いたしました。

（1）決算期変更の内容　

現　　　在　　　毎年４月30日　

変 更 後　　　毎年３月31日　

効力発生日　　　平成25年12月２日　

（注）当該決算期変更に伴い、第38期は、平成25年５月１日から平成26年３月31日までの

11ヶ月決算となる予定です。

（2）決算期変更の理由　

平成25年11月１日付で設立いたしました完全親会社である飯田グループホールディングス株

式会社の事業年度と統一することで、経営全般にわたってより効率的な事業運営を行うた

め、当社の決算期を３月末日に変更することといたしました。

　

　

２ 【その他】

第38期中間配当については、平成25年12月10日開催の取締役会において、平成25年10月31日の最終の株

主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、次のとおり行うことを決議いたしまし

た。

① 中間配当の総額 951百万円

② １株当たり中間配当金 16円

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成26年１月15日
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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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新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

　公認会計士   向　　出　　勇　　治   印

指定有限責任社員
業務執行社員

　公認会計士   石   黒   一   裕   印

独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成25年12月10日

株式会社飯田産業

取締役会  御中

　

 

　

 

　

 

　
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」に掲げられている株

式会社飯田産業の平成25年５月１日から平成26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
(平成25年８月１日から平成25年10月31日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成25年５月１日から平成25
年10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、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。
　

四半期連結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。
　

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連結財務

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、株式会社飯田産業及び連結子会社の平成25
年10月31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。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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