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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63期

第１四半期
累計期間

第64期
第１四半期
累計期間

第63期

会計期間

自 平成27年
   ９月１日
至 平成27年
   11月30日

自 平成28年
   ９月１日
至 平成28年
   11月30日

自 平成27年
   ９月１日
至 平成28年
   ８月31日

売上高 (千円) 1,526,369 1,663,606 7,818,645

経常利益 (千円) 72,412 100,100 681,802

四半期(当期)純利益 (千円) 75,406 67,613 458,410

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 2,200,000 1,100,000

純資産額 (千円) 2,874,199 3,237,809 3,209,956

総資産額 (千円) 6,733,556 7,430,333 7,285,400

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 38.04 34.11 231.25

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) ― ― 70.00

自己資本比率 (％) 42.7 43.6 44.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △115,186 △44,332 834,960

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 255,960 △14,012 273,052

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 71,970 △150,238 △227,115

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 1,700,905 2,160,474 2,369,058
 

（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 第63期の１株当たり配当額には、特別配当20円が含まれております。

 ５ 平成28年９月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施しております。前事業年度の期首に

当該株式分割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。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期会計期間において、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第４　経理の状況　１

〔四半期財務諸表〕〔注記事項〕（セグメント情報等）」の「Ⅱ ２.報告セグメントの変更等に関する事項」をご

参照ください。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四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１四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】

文中における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１四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、米国新大統領の今後の政策内容、英国のＥＵ離脱の影響、中国やアジア新興国並びに資源国における景気減速

など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、政府建設投資及び民間建設投資は緩やかに減少するものの一定の水準を維持しており

ますが、熾烈な受注競争に加え、慢性的な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、諸経費削減などの諸施策を実施してまいりました。

その結果、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14.3％減少の21億96百万円と

なりましたが、売上高は前年同四半期比9.0％増加の16億63百万円となりました。

損益面におきましては、売上高の増加及び工事利益率の向上などから、営業利益は前年同四半期比28.1％増加の

１億円、経常利益も同じく38.2％増加の１億円となりました。しかしながら、最終損益につきましては、前年同四

半期比10.3％減少の67百万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14.3％減少の21億96百万円となりましたが、完成工事高は前年同四半

期比8.7％増加の16億58百万円となりました。営業利益も前年同四半期比19.4％増加の１億67百万円となりまし

た。

 （太陽光発電事業）

太陽光発電事業の売上高は５百万円、営業利益は△０百万円となりました。

　なお、当該事業は、平成28年10月に稼働を開始いたしました。

 （その他事業）

その他事業の売上高は前年同四半期比55.3％減少の０百万円、営業利益も同じく72.8％減少の０百万円となり

ました。

なお、各セグメントに配分していないセグメント損益の調整額は、全社費用の66百万円であり、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１四半期会計期間における資産は、前事業年度末に比べ１億44百万円増加し、74億30百万円となりまし

た。その要因は、主に有形固定資産が82百万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１億17百万円増加し、41億92百万円となりました。その要因は、主に未成工事受

入金が１億58百万円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27百万円増加し、32億37百万円となりました。その要因は、主にその他

有価証券評価差額金が29百万円増加したことによるものであります。
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(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第１四半期累計期間における現金及び現金同等物は、２億８百万円減少し21億60百万円となりました。　

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、未成工事受入金が増加したものの、売

上債権も増加し、法人税等の支払いなどから44百万円の支出超過（前年同四半期は１億15百万円の支出超過）と

なりました。　

投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出などから14百万円の支出超過（前年同

四半期は２億55百万円の収入超過）となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の約定返済及び配当金の支払いなどから１億50百万円の支

出超過（前年同四半期は71百万円の収入超過）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１四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１四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１四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 8,800,000

計 8,800,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成28年11月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成29年1月13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 2,200,000 2,200,000
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 2,200,000 2,200,000 ― ―
 

 

(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９月１日
(注)

1,100,000 2,200,000 ― 1,408,600 ― 3,705
 

　（注）株式分割（１：２）によるものであります。

 
(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四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】

当第１四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８月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

なお、平成28年９月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施しておりますが、記載数値は当該

株式分割を反映しておりません。

 
① 【発行済株式】

   平成28年８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)
(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、株式会社証券保管振替機構名義の株式が700株(議決権の

数７個)含まれております。

 

② 【自己株式等】

  平成28年８月31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２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１四半期会計期間(平成28年９月１日から平成28年

11月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成28年９月１日から平成28年11月30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28年８月31日)
当第１四半期会計期間
(平成28年11月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金預金 2,383,058 2,174,474

  受取手形・完成工事未収入金等 1,610,549 1,653,900

  未成工事支出金 187,609 199,853

  繰延税金資産 37,776 17,554

  その他 266,559 460,658

  貸倒引当金 △15,390 △16,190

  流動資産合計 4,470,163 4,490,250

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物・構築物 865,921 990,608

    減価償却累計額 △680,614 △685,295

    建物・構築物（純額） 185,307 305,312

   機械及び装置 - 231,240

    減価償却累計額 - △4,547

    機械及び装置（純額） - 226,692

   土地 1,855,709 1,855,709

   その他 464,038 200,616

    減価償却累計額 △12,233 △12,726

    その他（純額） 451,805 187,889

   有形固定資産合計 2,492,821 2,575,604

  無形固定資産 3,539 12,591

  投資その他の資産   

   投資有価証券 302,475 333,620

   その他 46,962 48,829

   貸倒引当金 △30,562 △30,562

   投資その他の資産合計 318,875 351,886

  固定資産合計 2,815,236 2,940,082

 資産合計 7,285,400 7,430,333
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成28年８月31日)
当第１四半期会計期間
(平成28年11月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形・工事未払金 1,635,084 1,644,779

  短期借入金 955,000 940,000

  1年内返済予定の長期借入金 173,600 150,440

  1年内償還予定の社債 70,000 70,000

  未払法人税等 147,232 27,463

  未成工事受入金 581,966 740,112

  完成工事補償引当金 5,230 5,320

  賞与引当金 74,270 33,940

  役員賞与引当金 17,480 -

  その他 68,614 273,203

  流動負債合計 3,728,478 3,885,258

 固定負債   

  社債 155,000 135,000

  長期借入金 116,440 93,700

  繰延税金負債 - 3,335

  退職給付引当金 72,849 72,456

  その他 2,675 2,773

  固定負債合計 346,964 307,265

 負債合計 4,075,443 4,192,523

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 1,996,193 1,994,427

  自己株式 △178,012 △178,012

  株主資本合計 3,230,486 3,228,720

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 △20,530 9,088

  評価・換算差額等合計 △20,530 9,088

 純資産合計 3,209,956 3,237,809

負債純資産合計 7,285,400 7,430,333
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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27年９月１日
　至 平成27年11月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成28年９月１日
　至 平成28年11月30日)

売上高   

 完成工事高 1,525,698 1,658,179

 その他の事業売上高 671 5,426

 売上高合計 1,526,369 1,663,606

売上原価   

 完成工事原価 1,343,985 1,449,330

 その他の事業売上原価 160 6,060

 売上原価合計 1,344,146 1,455,391

売上総利益 182,222 208,215

販売費及び一般管理費   

 従業員給料及び手当 31,278 35,658

 賞与引当金繰入額 10,260 10,690

 退職給付費用 2,813 2,447

 貸倒引当金繰入額 1,750 800

 その他 58,062 58,586

 販売費及び一般管理費合計 104,163 108,182

営業利益 78,058 100,032

営業外収益   

 受取利息 27 585

 受取配当金 604 719

 仕入割引 1,581 1,827

 受取地代家賃 2,170 2,166

 その他 1,084 1,524

 営業外収益合計 5,468 6,823

営業外費用   

 支払利息 8,397 6,273

 その他 2,717 481

 営業外費用合計 11,115 6,755

経常利益 72,412 100,100

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 117,279 100,100

法人税、住民税及び事業税 18,313 12,265

法人税等調整額 23,559 20,221

法人税等合計 41,872 32,486

四半期純利益 75,406 67,613
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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27年９月１日
　至 平成27年11月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成28年９月１日
　至 平成28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 117,279 100,100

 減価償却費 3,809 10,269

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,750 800

 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 40 90

 賞与引当金の増減額（△は減少） △46,340 △40,330

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） △14,850 △17,480

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,399 △392

 受取利息及び受取配当金 △632 △1,305

 支払利息 8,397 6,273

 売上債権の増減額（△は増加） 82,385 △77,254

 未成工事支出金の増減額（△は増加） △65,684 △12,243

 仕入債務の増減額（△は減少） △74,118 9,694

 未成工事受入金の増減額（△は減少） 40,359 158,145

 未収消費税等の増減額（△は増加） △20,018 △53,452

 未払消費税等の増減額（△は減少） △37,110 △10,569

 その他 76,134 13,907

 小計 73,800 86,253

 利息及び配当金の受取額 631 1,301

 利息の支払額 △8,400 △6,261

 法人税等の支払額 △181,217 △125,626

 営業活動によるキャッシュ・フロー △115,186 △44,332

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 △215,880 △6,178

 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 - △9,600

 その他 2,803 1,765

 投資活動によるキャッシュ・フロー 255,960 △14,012

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） 90,000 △15,000

 長期借入れによる収入 100,000 -

 長期借入金の返済による支出 △58,420 △45,900

 社債の償還による支出 △10,000 △20,000

 配当金の支払額 △49,609 △69,338

 財務活動によるキャッシュ・フロー 71,970 △150,238

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 212,744 △208,584

現金及び現金同等物の期首残高 1,488,160 2,369,058

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１  1,700,905 ※１  2,160,474
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【注記事項】

(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28年８月31日)
当第１四半期会計期間
(平成28年11月30日)

受取手形裏書譲渡高 51,691千円 35,834千円
 

　

(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１四半期累計期間

(自 平成27年９月１日
至 平成27年11月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成28年９月１日
至 平成28年11月30日)

現金預金 1,714,905千円 2,174,474千円

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 1,700,905 2,160,474
 

　

(株主資本等関係)

前第１四半期累計期間（自　平成27年９月１日　至 平成27年11月30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１四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１四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。

　

当第１四半期累計期間（自　平成28年９月１日　至 平成28年11月30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28年11月22日
定時株主総会

普通株式 69,380 70.00 平成28年８月31日 平成28年11月24日 利益剰余金
 

　（注）１株当たり配当額には、特別配当20円が含まれております。
　

２　基準日が当第１四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１四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。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期累計期間(自 平成27年９月１日 至 平成27年11月30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 1,525,698 671 1,526,369 ― 1,526,369

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,525,698 671 1,526,369 ― 1,526,369

セグメント損益 139,904 510 140,415 △62,356 78,058
 

（注）１ セグメント損益の調整額△62,356千円は、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 セグメント損益は、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。

　

Ⅱ 当第１四半期累計期間(自 平成28年９月１日 至 平成28年11月30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

太陽光
発電事業

その他事業 計

売上高       

  外部顧客への売上高 1,658,179 5,126 300 1,663,606 ― 1,663,606

 セグメント間の内部
 売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 1,658,179 5,126 300 1,663,606 ― 1,663,606

セグメント損益 167,079 △773 139 166,445 △66,413 100,032
 

（注）１ セグメント損益の調整額△66,413千円は、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 セグメント損益は、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．報告セグメントの変更等に関する事項

当第１四半期会計期間より、太陽光発電が稼働開始したことにより、新たに「太陽光発電事業」を報告セグメ

ントに追加いたしました。

　

３．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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(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１四半期累計期間

(自 平成27年９月１日
至 平成27年11月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成28年９月１日
至 平成28年11月30日)

１株当たり四半期純利益 38円04銭 34円11銭

（算定上の基礎）   

　四半期純利益(千円) 75,406 67,613

　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) 75,406 67,613

　普通株式の期中平均株式数(株) 1,982,326 1,982,286
 

（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28年９月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施しております。前事業年度の期

首に当該株式分割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。
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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
 

平成29年１月12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　　兼　　 宏　　章　 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28年９月１日から平成29年８月31日までの第64期事業年度の第１四半期会計期間(平成28年９月１日から平成

28年11月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成28年９月１日から平成28年11月30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11月30日現在の財政状態並びに同日をもっ

て終了する第１四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おりません。
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