
【表紙】

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成25年５月14日

【四半期会計期間】 第59期第３四半期（自　平成25年１月１日　至　平成25年３月31日）

【会社名】 株式会社三東工業社

【英訳名】 SANTO CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　奥田　克実

【本店の所在の場所】 滋賀県甲賀市信楽町江田610番地

　（注）　上記の場所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 滋賀県栗東市上鈎480番地

【電話番号】 ０７７（５５３）１１１１

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長　矢森　貞行

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所

（大阪市中央区北浜一丁目８番16号）

　

EDINET提出書類

株式会社三東工業社(E00259)

四半期報告書

 1/16



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58期
第３四半期
累計期間

第59期
第３四半期
累計期間

第58期

会計期間

自平成23年
７月１日
至平成24年
３月31日

自平成24年
７月１日
至平成25年
３月31日

自平成23年
７月１日
至平成24年
６月30日

売上高（千円） 4,405,0603,754,6525,506,291

経常利益（△損失）（千円） 121,600△112,286 89,456

四半期（当期）純利益（△純損

失）（千円）
115,974△116,086 78,569

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
－ － －

資本金（千円） 849,500 849,500 849,500

発行済株式総数（千株） 6,860 6,860 6,860

純資産額（千円） 2,567,2992,404,3812,522,208

総資産額（千円） 4,517,7954,436,5943,516,155

１株当たり四半期（当期）純利益

（△純損失）金額（円）
16.91 △16.93 11.46

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

１株当たり配当額（円） － － 4.00

自己資本比率（％） 56.8 54.2 71.7

　

回次
第58期
第３四半期
会計期間

第59期
第３四半期
会計期間

会計期間

自平成24年
１月１日
至平成24年
３月31日

自平成25年
１月１日
至平成25年
３月31日

１株当たり四半期純利益（△純損

失）金額（円）
6.96 △8.04

　（注）１.当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる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、消費税等は含んでおりません。

　      ３.持分法を適用した場合の投資利益は、関連会社がないため記載しておりません。

　　　　４.第58期第３四半期累計期間及び第58期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）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。

　　　  ５.第59期第３四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失

金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　　６.不動産賃貸収入につきましては、従来営業外収益に計上しておりましたが、第１四半期会計期間より売上高に計上

することに変更したため、第58期第３四半期累計期間及び第58期の主要な経営指標等については、当該表示方

法の変更を反映した遡及修正後の数値を記載しております。 　

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。なお、第１四

半期会計期間より表示方法の変更を行っており、遡及処理後の数値で前年同四半期比較を行っております。　

（１）業績の状況

　当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要の下支え等により、徐々に回復の動き

を示して参りましたものの、欧州債務危機等依然として先行きは不透明な状況となっております。 

　一方、建設業界につきましては、公共投資は堅調に推移し民間工事は緩やかに持ち直しておりますが、受注環境は

相変わらず厳しい状況であります。

　このような経済状況下、当社は現場力の強化、経費削減及びリスク管理の強化を重点的に取り組み、競争力を高め

る努力をして参りました。

　この結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高3,754百万円（前年同四半期比14.8％減）、営業損失112百万円

（前年同四半期は、営業利益123百万円）、経常損失112百万円（前年同四半期は、経常利益121百万円）、四半期純損

失116百万円（前年同四半期は、四半期純利益115百万円）となりました。

　セグメントの業績は次のとおりであります。

①土木部門

　土木部門の受注工事高は、2,526百万円（前年同四半期比6.8％増）となり、完成工事高1,992百万円（前年同四半

期比26.8％減）、セグメント損失71百万円(前年同四半期は、セグメント利益111百万円）となりました。

②建築部門

　建築部門の受注工事高は、1,373百万円（前年同四半期比2.4％減）となり、完成工事高1,747百万円（前年同四半

期比4.6％増）、セグメント損失29百万円（前年同四半期は、セグメント利益1百万円）となりました。　

③不動産部門

　不動産部門の売上高は14百万円（前年同四半期比31.4％増）、セグメント損失11百万円（前年同四半期は、セグメ

ント利益10百万円）となりました。  

  

（２）財政状態の分析

（資産）　 

　当第３四半期会計期間末における流動資産は3,464百万円となり、前事業年度末に比べ705百万円増加いたしまし

た。これは主に完成工事未収入金が402百万円増加したことによるものであります。固定資産は971百万円となり、前

事業年度末に比べ214百万円増加いたしました。これは主に機械及び装置が178百万円増加したことによるものであ

ります。

　この結果、総資産は4,436百万円となり、前事業年度末に比べ920百万円増加いたしました。

（負債）

　当第３四半期会計期間末における流動負債は1,971百万円となり、前事業年度末に比べ1,009百万円増加いたしま

した。これは主に営業外支払手形が246百万円、短期借入金が600百万円増加したことによるものであります。固定負

債は61百万円となり、前事業年度末と比べ29百万円増加いたしました。これは主にリース債務が7百万円増加したこ

とによるものであります。

　この結果、負債合計は2,032百万円となり、前事業年度末に比べ1,038百万円増加いたしました。

（純資産）　

　当第３四半期会計期間末における純資産合計は2,404百万円となり、前事業年度末に比べ117百万円減少いたしま

した。これは主に利益剰余金が143百万円減少したことによるものであります。

　この結果、自己資本比率は54.2％（前事業年度末は71.7％）となりました。  

    

（３）　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、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
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（４）　研究開発活動

　　　当第３四半期累計期間における研究開発活動の金額は、－百万円であります。なお、当社の研究開発活動の状況に重要

な変更はありません。　

　

（５）　経営成績に重要な影響を与える要因及び経営成績の現状と見直し

　　　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 22,000,000

計 22,000,000

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25年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年５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 6,860,000 同左　　

大阪証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

 （注）

計 6,860,000 同左　　 － －

 （注）単元株式数は、1,000株であります。

 　

　

（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25年１月１日～

平成25年３月31日
－ 6,860,000 － 849,500 － 625,900
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（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。

　

 

 

（７）【議決権の状況】

　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24年12月31日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

 

 

①【発行済株式】

 平成24年12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）
　普通株式　

2,000
－ －

完全議決権株式（その他）
普通株式

6,849,000
6,849 －

単元未満株式
普通株式

9,000
－ －

発行済株式総数 6,860,000 － －

総株主の議決権 － 6,849 －

　

②【自己株式等】 　

平成24年12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

（％）

株式会社三東工業社
滋賀県甲賀市信楽町

江田610番地
2,000 － 2,000 0.03

計 － 2,000 － 2,000 0.03

　

　

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）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。

　

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、当第３四半期会計期間（平成25年１月１日から平成25

年３月31日まで）及び当第３四半期累計期間（平成24年７月１日から平成25年３月31日まで）に係る四半期財務諸

表について、ひかり監査法人による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24年６月30日)

当第３四半期会計期間
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 1,158,974 1,362,943

受取手形・完成工事未収入金等 1,207,591 1,719,047

有価証券 21,508 21,518

販売用不動産 352,133 340,133

その他 29,618 31,178

貸倒引当金 △10,900 △10,100

流動資産合計 2,758,927 3,464,722

固定資産

有形固定資産

土地 250,692 250,692

その他（純額） 333,593 513,268

有形固定資産合計 584,285 763,961

無形固定資産

その他 11,820 9,325

無形固定資産合計 11,820 9,325

投資その他の資産

投資有価証券 130,027 163,828

その他 229,449 231,141

貸倒引当金 △198,355 △196,385

投資その他の資産合計 161,122 198,585

固定資産合計 757,228 971,872

資産合計 3,516,155 4,436,594

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 743,729 952,366

短期借入金 － 600,000

未払法人税等 9,911 6,705

未成工事受入金 128,258 111,998

完成工事補償引当金 16,600 34,500

営業外支払手形 － 246,750

その他 63,397 18,794

流動負債合計 961,896 1,971,115

固定負債

繰延税金負債 － 12,942

その他 32,050 48,155

固定負債合計 32,050 61,097

負債合計 993,947 2,032,212
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（単位：千円）

前事業年度
(平成24年６月30日)

当第３四半期会計期間
(平成25年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 849,500 849,500

資本剰余金 625,900 625,900

利益剰余金 1,048,877 905,360

自己株式 △243 △243

株主資本合計 2,524,033 2,380,516

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,824 23,864

評価・換算差額等合計 △1,824 23,864

純資産合計 2,522,208 2,404,381

負債純資産合計 3,516,155 4,436,594
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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23年７月１日
　至　平成24年３月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成24年７月１日
　至　平成25年３月31日)

売上高

完成工事高 4,393,986 3,740,107

不動産事業等売上高 11,073 14,545

売上高合計 4,405,060 3,754,652

売上原価

完成工事原価 4,106,299 3,661,308

不動産事業等売上原価 150 25,850

売上原価合計 4,106,449 3,687,158

売上総利益

完成工事総利益 287,687 78,798

不動産事業等総利益又は不動産事業等総損失
（△）

10,923 △11,304

売上総利益合計 298,611 67,493

販売費及び一般管理費 175,066 179,784

営業利益又は営業損失（△） 123,544 △112,291

営業外収益

受取利息 487 355

受取配当金 429 431

雑収入 1,489 1,612

営業外収益合計 2,406 2,399

営業外費用

支払利息 3,044 1,541

支払保証料 1,306 854

営業外費用合計 4,350 2,395

経常利益又は経常損失（△） 121,600 △112,286

特別利益

固定資産売却益 － 1,750

特別利益合計 － 1,750

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 121,600 △110,536

法人税等 5,626 5,549

四半期純利益又は四半期純損失（△） 115,974 △116,086

EDINET提出書類

株式会社三東工業社(E00259)

四半期報告書

10/16



【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 (税金費用の計算方法)

　税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業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。　

　

　

　

【注記事項】

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、当第３四半期累計期

間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。 

  
前第３四半期累計期間
（自  平成23年７月１日
至  平成24年３月31日）

当第３四半期累計期間
（自  平成24年７月１日
至  平成25年３月31日）

減価償却費 19,676千円 70,132千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自　平成23年７月１日　至　平成24年３月31日）

　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23年９月27日

定時株主総会
普通株式 27,432 4 平成23年6月30日平成23年9月28日利益剰余金

　

　

Ⅱ　当第３四半期累計期間（自　平成24年７月１日　至　平成25年３月31日）

　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24年９月27日

定時株主総会
普通株式 27,430 4 平成24年6月30日平成24年9月28日利益剰余金

　

　

（金融商品関係）

　　　　該当事項はありません。

　

　

　

（有価証券関係）

　該当事項はありません。

 

　

 

（デリバティブ取引関係）

　該当事項はありません。

 

 

 

（持分法損益等）

　当社は、関連会社がありませんので、持分法損益等を記載しておりません。 
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自　平成23年７月１日　　至　平成24年３月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

　

　

　報告セグメント　 四半期損益計算書

計上額　土木部門 建築部門 不動産部門 計

 売上高 　 　 　 　 　

　外部顧客への売上高 2,722,8791,671,10711,0734,405,0604,405,060

　セグメント間の内部　売

上高又は振替高
－ － － － －

　計 2,722,8791,671,10711,0734,405,0604,405,060

　セグメント利益   111,396    1,224 10,923  123,544  123,544

　　　

２．報告セグメントの利益の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容　

（差異調整に関する事項）　

　セグメント利益の金額の合計額は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。

　　

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。

　

Ⅱ　当第３四半期累計期間（自　平成24年７月１日　　至　平成25年３月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び損失の金額に関する情報　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

　

　

　報告セグメント　 四半期損益計算書

計上額　土木部門 建築部門 不動産部門 計

 売上高 　 　 　 　 　

　外部顧客への売上高 1,992,3981,747,708  14,5453,754,6523,754,652

　セグメント間の内部　売

上高又は振替高
－ － － － －

　計 1,992,3981,747,708  14,5453,754,6523,754,652

　セグメント損失（△）  △71,302 △29,683△11,304△112,291△112,291

　　　

２．報告セグメントの損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容　

（差異調整に関する事項）　

　セグメント損失（△）の金額の合計額は、四半期損益計算書の営業損失と一致しております。

　　

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。

　

４．報告セグメントの変更等に関する事項

　不動産事業につきましては、当社の主要な収益源の一つと位置づけたことに伴い、事業運営の実態をより

適切に表示するため、当該事業にかかる賃貸収入を「売上高」に計上する方法に変更し、第１四半期累計

期間より不動産部門セグメントに含めて開示しております。なお、前第３四半期累計期間のセグメント情

報は、変更後の方法により作成したものを開示しております。　
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第３四半期累計期間
（自　平成23年７月１日
至　平成24年３月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成24年７月１日
至　平成25年３月31日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期

純損失金額（△）
16円91銭 △16円93銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）

（千円）
115,974 △116,086

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金額又は四半期純

損失金額（△）（千円）
115,974 △116,086

普通株式の期中平均株式数（千株） 6,857 6,857

（注）１.前第３四半期累計期間の潜在株式調整後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。

　　　２.当第３四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失金額で

あり、また、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）

　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25年５月10日

株式会社三東工業社

取締役会　御中

ひかり監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 土江田　雅史　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 岩永　憲秀　　　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」に掲げられている株式会社三東工業

社の平成24年７月１日から平成25年６月30日までの第59期事業年度の第３四半期会計期間（平成25年１月１日から平成

25年３月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成24年７月１日から平成25年３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－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、株式会社三東工業社の平成25年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了す

る第３四半期累計期間の経営成績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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