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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59期

第３四半期
累計期間

第60期
第３四半期
累計期間

第59期

会計期間

自平成24年
７月１日

至平成25年
３月31日

自平成25年
７月１日

至平成26年
３月31日

自平成24年
７月１日

至平成25年
６月30日

売上高（千円） 3,754,652 3,875,138 4,945,314

経常利益（△損失）（千円） △112,286 43,503 △81,356

四半期（当期）純利益（△純損

失）（千円）
△116,086 27,718 △94,535

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） 2,404,381 2,460,821 2,414,802

総資産額（千円） 4,436,594 5,381,012 3,600,957

１株当たり四半期（当期）純利益

（△純損失）金額（円）
△16.93 4.04 △13.79

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（％） 54.2 45.7 67.1

　

回次
第59期

第３四半期
会計期間

第60期
第３四半期
会計期間

会計期間

自平成25年
１月１日

至平成25年
３月31日

自平成26年
１月１日

至平成26年
３月31日

１株当たり四半期純損失金額　　

(△）（円）
△8.04 △9.86

　（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59期第３四半期累計期間及び第59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、

１株当たり四半期（当期）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。

　　　　５.第60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、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。

　　　　　

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。

（１）業績の状況

　当第３四半期累計期間におけるわが国の経済は、アベノミクス効果による円安・株高基調の中、企業の業績が

順調に推移しており、景気に回復の兆しが見えてきております。しかしながら、消費税の増税や米国における金

融緩和の縮小が及ぼす影響など、依然として先行きには不透明な状況があります。

　また、建設業界におきましては、公共投資は堅調に推移し、民間投資も消費税増税前の駆け込み需要などによ

り、建設投資全体としては増加しておりますが、建設資材の高騰や建設従事者の人手不足による賃金の高騰など

により、依然として厳しい経営環境にあります。

　このような経済状況の中、当社は全社一丸となった営業展開により新規顧客を開拓する一方で、積算の精緻化

や工程管理の徹底を図り、経費の削減に努めてまいりましたが、建築部門の一部工事において採算が悪化いたし

ました。

　この結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高3,875百万円（前年同四半期比3.2％増）、営業利益は43百

万円（前年同四半期は営業損失112百万円）、経常利益は43百万円（前年同四半期は経常損失112百万円）、四半

期純利益は27百万円（前年同四半期は四半期純損失116百万円）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、2,991百万円（前年同四半期比18.4％増）となり、完成工事高2,636百万円（前年同四

半期比32.3％増）、セグメント利益133百万円(前年同四半期はセグメント損失71百万円）となりました。

②建築部門

　建築部門の受注工事高は、2,248百万円（前年同四半期比63.6％増）となり、完成工事高1,218百万円（前年同四

半期比30.3％減）、セグメント損失93百万円（前年同四半期はセグメント損失29百万円）となりました。　

③不動産部門

　不動産部門の売上高は20百万円（前年同四半期比39.2％増）、セグメント利益3百万円（前年同四半期はセグメ

ント損失11百万円）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4,312百万円となり、前事業年度末に比べ1,644百万円増加いたしま

した。これは主に受取手形・完成工事未収入金等が1,078百万円増加、未成工事支出金が459百万円増加したことに

よるものであります。固定資産は1,068百万円となり、前事業年度末に比べ135百万円増加いたしました。これは保

有目的を変更したため土地が133百万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5,381百万円となり、前事業年度末に比べ1,780百万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2,840百万円となり、前事業年度末に比べ1,708百万円増加いたしま

した。これは主に短期借入金が940百万円増加、未成工事受入金が859百万円増加したことによるものであります。

固定負債は80百万円となり、前事業年度末と比べ25百万円増加いたしました。これは主に繰延税金負債が28百万円

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2,920百万円となり、前事業年度末に比べ1,734百万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2,460百万円となり、前事業年度末に比べ46百万円増加いたしま

した。これは主にその他有価証券評価差額金が45百万円増加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45.7％（前事業年度末は67.1％）となりました。   
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（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。

 

（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26年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成26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

東京証券取引所

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26年１月１

日～平成26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25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25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　

4,000
－ －

完全議決権株式（その他）
普通株式

6,845,000
6,845 －

単元未満株式
普通株式

11,000
－ －

発行済株式総数 6,860,000 － －

総株主の議決権 － 6,845 －

　

②【自己株式等】 　

平成25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
4,000 － 4,000 0.06

計 － 4,000 － 4,000 0.06

　

　

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、第３四半期会計期間（平成26年１月１日から平成26

年３月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成25年７月１日から平成26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25年６月30日)

当第３四半期会計期間
(平成26年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 961,723 1,226,262

受取手形・完成工事未収入金等 963,449 2,042,018

有価証券 21,521 21,529

販売用不動産 340,374 207,068

未成工事支出金 340,996 800,761

その他 51,007 30,362

貸倒引当金 △11,000 △15,400

流動資産合計 2,668,072 4,312,602

固定資産

有形固定資産

土地 250,692 383,998

その他（純額） 477,791 413,102

有形固定資産合計 728,483 797,101

無形固定資産

その他 32,886 32,473

無形固定資産合計 32,886 32,473

投資その他の資産

投資有価証券 137,815 207,496

その他 230,084 227,703

貸倒引当金 △196,385 △196,364

投資その他の資産合計 171,515 238,835

固定資産合計 932,885 1,068,409

資産合計 3,600,957 5,381,012

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 1,025,072 949,316

短期借入金 － 940,000

未払法人税等 8,959 16,796

未成工事受入金 33,945 893,566

完成工事補償引当金 27,200 26,800

工事損失引当金 141 42

その他 36,480 13,500

流動負債合計 1,131,799 2,840,021

固定負債

繰延税金負債 7,486 35,752

その他 46,869 44,416

固定負債合計 54,355 80,169

負債合計 1,186,155 2,920,190
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（単位：千円）

前事業年度
(平成25年６月30日)

当第３四半期会計期間
(平成26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 926,910 927,202

自己株式 △366 △502

株主資本合計 2,401,944 2,402,099

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 12,857 58,722

評価・換算差額等合計 12,857 58,722

純資産合計 2,414,802 2,460,821

負債純資産合計 3,600,957 5,381,012
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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24年７月１日
　至　平成25年３月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成25年７月１日
　至　平成26年３月31日)

売上高

完成工事高 3,740,107 3,854,885

不動産事業等売上高 14,545 20,252

売上高合計 3,754,652 3,875,138

売上原価

完成工事原価 3,661,308 3,623,344

不動産事業等売上原価 25,850 16,479

売上原価合計 3,687,158 3,639,824

売上総利益

完成工事総利益 78,798 231,540

不動産事業等総利益又は不動産事業等総損失
（△）

△11,304 3,772

売上総利益合計 67,493 235,313

販売費及び一般管理費 179,784 191,643

営業利益又は営業損失（△） △112,291 43,670

営業外収益

受取利息 355 852

受取配当金 431 782

雑収入 1,612 3,555

営業外収益合計 2,399 5,190

営業外費用

支払利息 1,541 4,047

支払保証料 854 1,310

営業外費用合計 2,395 5,357

経常利益又は経常損失（△） △112,286 43,503

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（△） △110,536 43,503

法人税等 5,549 15,784

四半期純利益又は四半期純損失（△） △116,086 27,718
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【注記事項】

（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。　

　

　

　

（追加情報）

（販売用不動産の保有目的の変更）

　従来、販売用不動産として保有しておりました不動産の一部（133,305千円）について保有目的を変更し、固定

資産（土地）に振り替えて表示しております。

　

　

　

（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、第３四半期累計期

間に係る減価償却費（のれんを除く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24年７月１日
至  平成25年３月31日）

当第３四半期累計期間
（自  平成25年７月１日
至  平成26年３月31日）

減価償却費 70,132千円 69,579千円
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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

　

　

Ⅱ　当第３四半期累計期間（自　平成25年７月１日　至　平成26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25年９月27日

定時株主総会
普通株式 27,427 4 平成25年6月30日 平成25年9月30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　 　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 1,992,398 1,747,708 14,545 3,754,652 3,754,652

　セグメント間の内部　

売上高又は振替高
－ － － － －

　計 1,992,398 1,747,708 14,545 3,754,652 3,754,652

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

　　　

２．報告セグメントの利益又は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。

　

　

Ⅱ　当第３四半期累計期間（自　平成25年７月１日　　至　平成26年３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：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 2,636,050 1,218,834 20,252 3,875,138 3,875,138

　セグメント間の内部　

売上高又は振替高
－ － － － －

　計 2,636,050 1,218,834 20,252 3,875,138 3,875,138

　セグメント利益（△損

失）
133,698 △93,801 3,772 43,670 43,670

　　　

２．報告セグメントの利益又は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）　

　セグメント利益又は損失の金額の合計額は、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。　
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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24年７月１日
至　平成25年３月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成25年７月１日
至　平成26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93銭 4円04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）
△116,086 27,718

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）
△116,086 27,718

普通株式の期中平均株式数（千株） 6,857 6,856

（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、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。

　　　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、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26年５月13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25年７月１日から平成26年６月30日までの第60期事業年度の第３四半期会計期間（平成26年１月１日から平成

26年３月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成25年７月１日から平成26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26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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