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1.  平成22年6月期第1四半期の業績（平成21年7月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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 ％

22年6月期第1四半期 1,110 5.3 31 ― 35 ― 60 ―

21年6月期第1四半期 1,054 ― △13 ― △9 ― △6 ―

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

22年6月期第1四半期 8.84 ―

21年6月期第1四半期 △0.90 ―

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

22年6月期第1四半期 3,619 2,494 68.9 363.62
21年6月期 3,563 2,452 68.8 357.54

（参考） 自己資本   22年6月期第1四半期  2,494百万円 21年6月期  2,452百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

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

21年6月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
22年6月期 ―

22年6月期 
（予想）

0.00 ― 4.00 4.00

3.  平成22年6月期の業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

第2四半期 
累計期間

3,000 19.4 70 ― 70 ― 65 ― 9.48

通期 6,000 14.8 130 ― 135 ― 125 ― 18.22
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
(注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他をご覧ください。 

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項
等の変更に記載されるもの） 

(注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年6月期第1四半期 6,860,000株 21年6月期  6,860,000株

② 期末自己株式数 22年6月期第1四半期  ―株 21年6月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年6月期第1四半期 6,860,000株 21年6月期第1四半期 6,860,000株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の
変化等により上記予想数値と異なる場合があります。 
なお、上記予想に関する事項は添付資料の３ページを参照して下さい。 
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 当第一四半期会計期間におけるわが国経済は、世界的な景気対策の実施を受けて企業の生産活動は回復傾向を辿っ

ておりますが、企業収益が大幅に減少するとともに企業倒産件数の高止まりなどもあって先行き不透明な状況となり

ました。 

 一方、建設業界におきましては、公共投資の削減、凍結が相次ぎ、加えて民間設備投資は極めて低い水準で推移し

厳しい環境となりました。 

 このような状況の中で当社は、現況を直視し、会社をあげて営業力の強化、原価低減に取組み収益回復を図りまし

た。その結果、当第１四半期の売上高は1,110百万円、営業利益は31百万円、経常利益は35百万円、四半期純利益は

60百万円となりました。  

  

 当第１四半期における総資産は、36億19百万円となり、前会計年度末に比べて、56百万円の増加となりました。そ

の主な要因は受取手形・完成工事未収入金等の増加2億4百万円によるものであります。 

 当第１四半期における負債は、11億25百万円となり、前会計年度末に比べて、14百万円の増加となりました。その

主な要因は短期借入金の増加4億円によるものであります。 

 当第１四半期における純資産は、24億94百万円となり、前会計年度末に比べて、41百万円の増加となりました。そ

の主な要因は利益剰余金の増加40百万円によるものであります。 

  

  

 当第１四半期の業績が、ほぼ当初の予定通りであることから、平成21年８月11日に公表しました第２四半期累計期

間及び通期の業績予想に変更はありません。 

  

  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 貸倒実績率が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前事業年度決算において算

定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。 

②完成工事に係るかし担保費用見積額の算定方法 

 補償見積率が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前事業年度決算において算

定した過去の実績率等の合理的な基準を使用して補償見積額を算定しております。 

③税金費用の計算方法 

 税金費用については、当第１四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。  

  

  

 （完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更） 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来工事進行基準を適用しておりましたが、当第一四半期会計期

間より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用し、当第一四半期会計期間に着手

した工事契約から、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗度の

見積りには原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

 これによる売上高、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響はありません。 

  

  

定性的情報・財務諸表等

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

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 1,090,475 1,215,573

受取手形・完成工事未収入金等 1,222,098 1,017,431

有価証券 21,466 21,461

販売用不動産 482,258 482,258

その他 64,462 68,118

貸倒引当金 △29,226 △29,226

流動資産合計 2,851,535 2,775,616

固定資産   

有形固定資産   

土地 250,692 250,692

その他 328,232 338,704

有形固定資産計 578,925 589,397

無形固定資産   

その他 7,956 8,388

無形固定資産計 7,956 8,388

投資その他の資産   

投資有価証券 141,607 149,138

その他 236,465 249,204

貸倒引当金 △196,501 △208,039

投資その他の資産計 181,571 190,303

固定資産合計 768,453 788,089

資産合計 3,619,988 3,563,706

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 641,861 920,145

短期借入金 400,000 －

未払法人税等 2,914 9,097

未成工事受入金 4,312 90,429

完成工事補償引当金 12,300 12,300

その他 31,210 46,904

流動負債合計 1,092,598 1,078,876

固定負債   

繰延税金負債 1,499 380

その他 31,465 31,714

固定負債合計 32,964 32,094

負債合計 1,125,562 1,110,971
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年６月30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 1,016,813 976,772

株主資本合計 2,492,213 2,452,172

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,211 561

評価・換算差額等合計 2,211 561

純資産合計 2,494,425 2,452,734

負債純資産合計 3,619,988 3,563,706
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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20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高   

完成工事高 1,054,571 1,110,236

売上高合計 1,054,571 1,110,236

売上原価   

完成工事原価 1,014,475 1,021,236

売上原価合計 1,014,475 1,021,236

売上総利益   

完成工事総利益 40,095 89,000

売上総利益合計 40,095 89,000

販売費及び一般管理費 53,565 57,561

営業利益又は営業損失（△） △13,469 31,438

営業外収益   

受取利息 423 244

受取配当金 119 0

その他 4,523 3,787

営業外収益合計 5,066 4,033

営業外費用   

支払利息 92 293

その他 787 107

営業外費用合計 880 401

経常利益又は経常損失（△） △9,283 35,070

特別利益   

還付消費税等 20,984 －

貸倒引当金戻入額 － 2,613

受取補償金 － 7,000

固定資産売却益 － 28,100

特別利益合計 20,984 37,713

特別損失   

販売用不動産評価損 16,010 －

投資有価証券評価損 － 10,300

特別損失合計 16,010 10,300

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △4,309 62,484

法人税等 1,896 1,862

四半期純利益又は四半期純損失（△） △6,205 60,621

㈱三東工業社（1788）平成22年6月期第1四半期決算短信（非連結）

6



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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