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1.  22年6月期の業績（平成21年7月1日～平成22年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年6月期 5,116 △2.1 77 ― 95 ― 111 ―

21年6月期 5,227 △24.3 △52 ― △37 ― △218 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年6月期 16.29 ― 4.5 2.7 1.5
21年6月期 △31.92 ― △8.9 △1.0 △1.0

（参考） 持分法投資損益 22年6月期  ―百万円 21年6月期  ―百万円

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 3,376 2,545 75.4 371.18
21年6月期 3,563 2,452 68.8 357.54

（参考） 自己資本   22年6月期  2,545百万円 21年6月期  2,452百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年6月期 △209 36 △21 692
21年6月期 △78 △0 △27 887

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

21年6月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00 20 ― 0.8
22年6月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00 27 24.6 1.1

23年6月期 
（予想）

― 0.00 ― 4.00 4.00 27.4

3.  23年6月期の業績予想（平成22年7月1日～平成23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）

 

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

2,500 3.7 50 △27.7 50 △34.2 50 △49.7 7.29

通期 5,200 1.6 100 29.7 110 15.6 100 △10.5 14.58
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(注）詳細は、１８ページ【４.財務諸表】「重要な会計方針」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、２６ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 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  959株 21年6月期  ―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ページを参照してください。 
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(1）経営成績に関する分析 

  当期におけるわが国経済は、政府の緊急経済対策を始めとする政策の効果などを背景に、景気は着実に持ち直して

きており、自律的回復への基盤が整いつつあるが、失業率が高水準にあるなど依然として厳しい状況が続きました。

 一方、当建設業界につきましては、民間工事は、企業の設備投資の縮小に歯止めがかからず低調に推移したほか、

公共工事は政権交代によって補正予算の見直し等で工事の削減・中止で引き続き低水準で推移しており、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。また、次期に販売用不動産の売買が成立する見込みから、「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）を適用し、販売予定価格を時価として販売用不動産の時価評

価を行った結果、販売用不動産評価損を計上することになり不動産事業等売上原価に17百万円計上しました。 

 この結果、当期の経営成績は、受注高4,029百万円（前年同期比37.0％減）、売上高5,116百万円（同2.1％減）、

営業利益77百万円（前期52百万円の営業損失）、経常利益95百万円（前期37百万円の経常損失）、当期純利益111百

万円（前期218百万円の当期純損失）となり、損益が大幅に改善いたしました。 

 次期の見通しにつきましては、受注環境は相変わらず厳しい状況が続くものと予想されます。このような状況を踏

まえ、当社は引き続き現場力の強化、コスト削減に傾注するとともに、売掛債権の回収不能の再発を防止するため、

リスク管理の徹底を図り、収益の回復を図って参ります。 

  

経営成績の推移は以下のとおりであります。 

  

(2）財政状態に関する分析 

 当期の財政状態は、流動資産は、148百万円の減少、流動負債は、285百万円の減少、固定資産は、39百万円の減

少、固定負債は、4百万円の増加となり、総資産は3,376百万円となりました。 

 主な要因は、現金預金の減少による流動資産の減少、工事未払金の減少による流動負債の減少、投資有価証券の減

少による固定資産の減少、リース債務の増加による固定負債の増加です。これらの事によりキャッシュ・フローの状

況は、以下のとおりとなりました。 

 当期のキャッシュ・フローにつきましては、現金及び現金同等物が、194百万円減少し、期末残高は、692百万円と

なりました。 

 （営業活動によるキャッシュフロー） 

 営業活動の結果使用した資金は209百万千円（前期は78百万円の使用）となりました。これは、主として仕入債務

の減少によるものです。 

（投資活動によるキャッシュフロー） 

 投資活動の結果獲得した資金は36百万円（前期は0百万円の使用）となりました。これは、主として有形固定資産

を売却したためです。 

（財務活動によるキャッシュフロー） 

 財務活動の結果使用した資金は21百万円（前期は27百万円の使用）となりました。これは、主として配当金の支払

によるものです。 

１．経営成績

回次 第52期 第53期  第54期 第55期 第56期 

決算年月 平成18年6月 平成19年6月 平成20年6月 平成21年6月 平成22年6月 

 売上高営業利益率（％） △3.4 △4.6 0.6 △1.0 1.5 

 売上高経常利益率（％） △3.2 △4.4 0.7 △0.7 1.9 

 損益分岐点比率（％） 141.0 170.5 97.0 109.7 89.3 
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 利益配当につきましては、業績に応じた配分を基本として、株主の皆様への安定的な利益還元と経営体質の強化を

重要な経営方針の一つとして位置づけ、今後の事業展開等を勘案して決定することとしております。当期の配当金に

つきましては、１株につき４円の配当を実施することに決定いたしました。次期の配当につきましては、４円の配当

を予想し、業績予想の必達に傾注して参ります。 

  

(4）事業等のリスク 

 当社の事業遂行上において、経営業績、株価、財政状況等に重要な影響を及ぼす可能性がある事項には以下に記載

したようなものが考えられます。当社はこれらのリスク発生の可能性を十分認識し、発生の回避には最大限の努力を

するとともに、発生した場合の対処については的確な対応策を講じる所存であります。 

①業界の受注競争激化に伴うリスク 

 建設投資の規模は補正予算の成立、予算の前倒し発注等で一時的には減少が止まっているが、中長期的には減少

傾向が予想され、公共工事比率が高い当社にとっては競争激化及び経営事項審査の総合評価点が下がることにより

指名ランクが下がり業績への懸念材料となる可能性が予想されます。 

②取引先の信用リスク 

 建設工事は個々の取引における請負金額が多額であり、工事代金を受領する前に取引先が法的整理等に至った場

合、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

③工事災害及び品質不良のリスク 

 建設業においては、工事災害及び品質不良が発生した場合、社会的にも大きな影響を及ぼす可能性があり、ま

た、工事災害若しくは瑕疵担保責任等により損害賠償の発生が懸念されます。 

④建設資材の物価上昇によるリスク 

 請負契約後において建設資材の高騰により業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

⑤労働災害発生時のリスク 

 建設現場においては安全管理面で万全を期しておりますが、万一重大な労働災害が発生した場合、業績等に影響

を及ぼす可能性があります。 

⑥保有資産の時価相場による減損処理等のリスク 

 不動産及び有価証券を事業を行う上で保有しておりますが、時価相場の変動によって業績に影響を及ぼす可能性

があります。 

  

 当社は関係会社がないため、記載すべき事項はありません。 

  

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

 建設業界は、公共事業及び民間需要の減少に伴う受注競争の激化などにより、利益確保が大変厳しい環境下にありま

す。その結果、当期においても同業者による経営破綻の増加が顕著になっております。当社におきましては、現況を直

視し、会社をあげて収益向上に取り組み、財政基盤および経営基盤の一層の強化を図るため、次の基本方針を実行する

所存であります。  

①．環境保全責任 

 環境負荷の少ない生産システムへの転換を求められる中、持続可能な社会に向けて、滋賀が目指す「低炭素社会の

実現及び琵琶湖環境の再生」に挑戦する。 

②．地域社会への貢献 

 循環型地域社会の形成と安全・安心な地域づくりに寄与し発展することにより、地域全体の環境・雇用・経済の充

実と安定に貢献する。 

③．働きがいのある会社づくり 

 社員は最も信頼できるパートナーであると認識し、その基本である人間対人間の「人を敬う」精神を高め、公平性

重視による活力ある社内風土を確立し、共に育ちあうことを目指す。 

④．市場創造に関する方針 

 常にお客様の立場に立って考え行動し、高品質で環境低負荷商品などの時代を先取りした商品を研究開発し、新た

な需要を創出する。 

⑤．業績向上に関する方針 

 売上重視よりも高付加価値商品・サービスを社会に提供することにより、安定的に適正な利益を計上し、すべての

ステークホルダーから信頼され常に発展する企業を目指す。 

  

また、57期（平成23年6月期）における当社の社長方針は次のとおりであります。  

①．今日までに培った経験・技術・ノウハウ・経営基盤などをもとに、当社の持つ経営資源を積極的に活用し、新し

い商品・サービスの開発に取り組む。また、顧客の生涯利益の実現に貢献すべく、社員全員は誠実な取組を行う。 

②．事業領域について、市場性・成長性・収益性を考慮した総合的な判断を行い、ターゲットを絞り込み、限られた

経営資源を有効に活用し、新しい経営基盤の発掘を図る。 

③．顧客・仕入先・協力業者及び社内でのコミュニケーションの強化充実を図り、「互いの信頼関係の増幅」によ

り、品質向上と適正利益の確保を図る。 

④．コスト構造の見直し改革による原価低減の実現を目指す。 

⑤．「全社営業の展開・計画的な営業活動の展開」など営業力を強化し、一層の受注見込み先拡大を図る。 

⑥．社員の人材育成強化を促進し、自己の能力アップや会社への収益貢献度などを公平に評価し、「情熱をもって頑

張った人が報われる」社内体制づくりを目指す。 

⑦．滋賀が目指す低炭素社会の実現のため、「しが炭素基金」への継続加入と、当社としてのＣＯ２削減に向けた取

組みを行う。 

⑧．滋賀が目指す「低炭素社会の実現と琵琶湖環境の再生」に同時に貢献する研究開発（バイオエタノール）を

「産・官・学・金」連携のもと推し進める。 

  

 以上の基本方針、社長方針に基づき、収益向上を図って参ります。 

   

   

  (2）目標とする経営指標 

 当社は収益の回復を第一に考えており、売上高営業利益率、売上高経常利益率、損益分岐点比率の改善に取り組ん

で参ります。 

３．経営方針
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(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社は厳しい経済環境の中でこの難局を乗り越え、限られた市場の中における生存競争に勝ち抜くため、優位性を

活かした体制強化への取り組みはもちろん、市場に新たな建設価値の醸成を図り、強固な経営基盤を確立して参りま

す。 

①顧客にとって 

 ・お客様に高品質の商品を提供することにより、安心、安全、そして誇りを感じていただける企業になる。 

 ・お客様に高付加価値のある提案をすることにより、喜びと感動を与える企業になる。 

②自社にとって 

 ・企業を構成する現場自らが問題を発見し、解決する。現場からの「否定」が当たり前のように上がってくる企業

風土になる。 

 ・本業に耐震・環境事業を含む領域で２億円以上の経常利益を上がる企業になる。 

③社員にとって 

 ・豊かな生活と雇用の保障を基盤として、社員が誇りを持って仕事に取り組める状態になる。 

④株主にとって 

 ・優位性を活かした経営基盤を築き、株主の皆様への安定的な配当を継続し、業績に応じた利益還元を行う。 

 これらのビジョンを全ての社員が共有し、確固たる経営基盤を築くべく、全力で取り組んで参ります。   

  

(4）会社の対処すべき課題 

会社の対処すべき課題は次のとおりであります。  

①営業力の強化 

・全社営業の展開 ・営業戦略の構築 ・計画的新規開拓営業 ・企画提案営業の強化などに取り組んで参ります。 

②原価低減 

・原価企画の強化 ・業務プロセスの改善などに取組んで参ります。 

  

(5）内部統制体制の整備・運用強化 

1）内部統制委員会設置による内部統制監査実施 

  当社では組織規程及び業務規程をはじめとする各種規程を整備しており、業務の能率的運営及び責任体制の確立を

図っております。また、会社法、金融商品取引法などに関する法制度を遵守し、適正な財務報告を行うため、取締役

会の下部組織として内部統制委員会を設置し、内部統制全体の推進管理を継続的に実施する体制を構築しておりま

す。    

2）リスク管理体制の強化 

 取引先の与信リスクを回避すべく、与信判断の体制の強化を徹底しております。さらに、内部統制監査年間計画

を策定し、監査を行っております。その際、指摘事項については是正指示を行い、改善策の徹底・各部門への水平

展開・再発防止及び予防に努めております。  
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年６月30日) 

当事業年度 
(平成22年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 1,215,573 1,020,951

受取手形 190,293 282,635

完成工事未収入金 827,137 842,517

有価証券 21,461 21,479

販売用不動産 482,258 464,707

材料貯蔵品 16,303 12,369

前払費用 2,004 270

立替金 24,775 8,467

未収入金 13,571 3,227

その他 11,462 7,058

貸倒引当金 △29,226 △36,600

流動資産合計 2,775,616 2,627,083

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  550,783 ※1  551,323

減価償却累計額 ※2  △359,527 ※2  △372,847

建物（純額） 191,255 178,475

構築物 52,712 52,712

減価償却累計額 △43,807 △44,559

構築物（純額） 8,904 8,152

機械及び装置 1,842,143 1,724,867

減価償却累計額 △1,729,504 △1,626,091

機械及び装置（純額） 112,638 98,775

車両運搬具 35,742 11,443

減価償却累計額 △26,540 △4,837

車両運搬具（純額） 9,201 6,605

工具器具・備品 110,359 100,447

減価償却累計額 △93,654 △84,867

工具器具・備品（純額） 16,704 15,579

土地 ※1  250,692 ※1  250,692

有形固定資産計 589,397 558,281

無形固定資産   

工業使用権 4,250 3,250

ソフトウエア 1,341 4,613

電話加入権 2,796 2,796

無形固定資産計 8,388 10,660

投資その他の資産   

投資有価証券 149,138 140,979
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年６月30日) 

当事業年度 
(平成22年６月30日) 

出資金 1,050 1,050

長期貸付金 27,004 25,246

破産更生債権等 178,095 169,663

長期前払費用 810 540

会員権 36,293 36,285

その他 5,950 5,950

貸倒引当金 △208,039 △199,598

投資その他の資産計 190,303 180,115

固定資産合計 788,089 749,057

資産合計 3,563,706 3,376,141

負債の部   

流動負債   

支払手形 236,600 134,550

工事未払金 683,545 548,310

リース債務 － 1,695

未払金 11,702 10,748

未払費用 11,439 14,095

未払法人税等 9,097 10,910

未払消費税等 － 13,346

未成工事受入金 90,429 31,946

預り金 23,762 15,399

完成工事補償引当金 12,300 12,300

流動負債合計 1,078,876 793,303

固定負債   

長期預り保証金 6,714 5,478

長期預り敷金 25,000 25,000

リース債務 － 5,956

繰延税金負債 380 457

固定負債合計 32,094 36,892

負債合計 1,110,971 830,195
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年６月30日) 

当事業年度 
(平成22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   

資本準備金 625,900 625,900

資本剰余金合計 625,900 625,900

利益剰余金   

利益準備金 188,250 188,250

その他利益剰余金   

別途積立金 990,000 760,000

繰越利益剰余金 △201,477 119,725

利益剰余金合計 976,772 1,067,975

自己株式 － △111

株主資本合計 2,452,172 2,543,264

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 561 2,681

評価・換算差額等合計 561 2,681

純資産合計 2,452,734 2,545,946

負債純資産合計 3,563,706 3,376,141
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高   

完成工事高 5,227,100 5,116,980

不動産事業等売上高 － －

売上高合計 5,227,100 5,116,980

売上原価   

完成工事原価 ※4  4,986,866 4,763,522

不動産事業等売上原価 － ※4  17,551

売上原価合計 4,986,866 4,781,074

売上総利益   

完成工事総利益 240,234 353,457

不動産事業等総利益 － △17,551

売上総利益合計 240,234 335,906

販売費及び一般管理費   

役員報酬 35,063 35,056

従業員給料手当 87,318 80,851

法定福利費 10,723 12,286

福利厚生費 8,384 3,731

修繕維持費 2,321 2,139

事務用品費 2,704 2,270

通信交通費 14,712 6,039

動力用水光熱費 2,311 3,349

調査研究費 ※3  726 ※3  12,695

広告宣伝費 2,865 893

貸倒引当金繰入額 26,226 10,500

交際費 2,399 2,138

寄付金 562 764

地代家賃 13,550 13,437

減価償却費 11,890 12,991

租税公課 17,258 13,728

保険料 287 238

雑費 53,565 45,705

販売費及び一般管理費合計 292,872 258,817

営業利益又は営業損失（△） △52,637 77,088

営業外収益   

受取利息 3,829 1,780

受取配当金 2,526 2,287

受取賃貸料 10,299 9,923

雑収入 7,048 9,879

営業外収益合計 23,703 23,870

10

㈱三東工業社（1788）　平成22年6月期決算短信（非連結）



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業外費用   

支払利息 5,663 4,914

支払保証料 2,642 894

営業外費用合計 8,306 5,809

経常利益又は経常損失（△） △37,240 95,150

特別利益   

貸倒引当金戻入額 389 2,642

還付消費税等 24,147 －

受取補償金 － 7,000

固定資産売却益 ※2  1,424 ※2  28,100

特別利益合計 25,960 37,742

特別損失   

固定資産処分損 ※1  13,638 ※1  2,891

投資有価証券評価損 3,658 10,300

貸倒引当金繰入額 148,774 －

前期損益修正損 16,551 －

販売用不動産評価損 16,010 －

その他 964 －

特別損失合計 199,596 13,191

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △210,876 119,701

法人税、住民税及び事業税 8,066 7,918

法人税等合計 8,066 7,918

当期純利益又は当期純損失（△） △218,942 111,782
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 （注） 原価計算の方法は、個別原価計算によっております。 

完成工事原価報告書

    
前事業年度

（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

区分 
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

Ⅰ 材料費   821,822 16.5  629,641  13.2

Ⅱ 労務費   175,163 3.5  187,602  4.0

Ⅲ 外注費   3,103,469 62.2  3,106,485  65.2

Ⅳ 経費   886,409 17.8  839,793  17.6

（うち人件費）   (361,840) (7.3) ( ) 318,492 ( )6.7

計   
4,986,866 

100.0 
 4,763,522

 100.0
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年６月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 849,500 849,500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 849,500 849,500

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 625,900 625,900

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 625,900 625,900

資本剰余金合計   

前期末残高 625,900 625,900

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 625,900 625,900

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 188,250 188,250

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 188,250 188,250

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 990,000 990,000

当期変動額   

別途積立金の取崩 － △230,000

当期変動額合計 － △230,000

当期末残高 990,000 760,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 44,905 △201,477

当期変動額   

別途積立金の取崩 － 230,000

剰余金の配当 △27,440 △20,580

当期純利益又は当期純損失（△） △218,942 111,782

当期変動額合計 △246,382 321,202

当期末残高 △201,477 119,725

利益剰余金合計   

前期末残高 1,223,155 976,772
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当期変動額   

剰余金の配当 △27,440 △20,580

当期純利益又は当期純損失（△） △218,942 111,782

当期変動額合計 △246,382 91,202

当期末残高 976,772 1,067,975

自己株式   

前期末残高 － －

当期変動額   

自己株式の取得 － △111

当期変動額合計 － △111

当期末残高 － △111

株主資本合計   

前期末残高 2,698,555 2,452,172

当期変動額   

剰余金の配当 △27,440 △20,580

当期純利益又は当期純損失（△） △218,942 111,782

自己株式の取得 － △111

当期変動額合計 △246,382 91,091

当期末残高 2,452,172 2,543,264

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 14,604 561

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △14,042 2,119

当期変動額合計 △14,042 2,119

当期末残高 561 2,681

評価・換算差額等合計   

前期末残高 14,604 561

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △14,042 2,119

当期変動額合計 △14,042 2,119

当期末残高 561 2,681
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年６月30日) 

純資産合計   

前期末残高 2,713,159 2,452,734

当期変動額   

剰余金の配当 △27,440 △20,580

当期純利益又は当期純損失（△） △218,942 111,782

自己株式の取得 － △111

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △14,042 2,119

当期変動額合計 △260,424 93,211

当期末残高 2,452,734 2,545,946
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △210,876 119,701

減価償却費 43,843 28,486

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 6,360 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 174,611 △1,067

受取利息及び受取配当金 △6,355 △4,068

支払利息 5,663 4,914

固定資産売却損益（△は益） △1,424 △28,100

固定資産処分損益（△は益） 13,638 2,891

投資有価証券評価損益（△は益） 3,658 10,300

売上債権の増減額（△は増加） 354,794 △107,721

販売用不動産の増減額（△は増加） 1,209 17,551

販売用不動産評価損 16,010 －

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） 1,488 3,934

破産更生債権等の増減額（△は増加） △148,393 8,432

仕入債務の増減額（△は減少） △198,574 △237,284

未払金の増減額（△は減少） 9,156 △1,032

未払消費税等の増減額（△は減少） △33,029 17,302

未収消費税等の増減額（△は増加） △3,552 －

未成工事受入金の増減額（△は減少） △92,093 △58,483

その他の流動資産の増減額（△は増加） △20,590 27,081

その他の流動負債の増減額（△は減少） 10,323 △5,707

その他 △106 8

小計 △74,239 △202,859

利息及び配当金の受取額 6,359 4,378

利息の支払額 △5,663 △4,914

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △5,370 △6,104

営業活動によるキャッシュ・フロー △78,914 △209,500

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 △345,000 △345,000

定期預金の払戻による収入 345,000 345,000

有形固定資産の取得による支出 △14,001 △1,390

有形固定資産の売却による収入 7,297 35,302

無形固定資産の取得による支出 △5,266 －

投資有価証券の取得による支出 △167 －

貸付金の回収による収入 12,568 3,662

その他 △996 △1,236

投資活動によるキャッシュ・フロー △565 36,338
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 600,000 700,000

短期借入金の返済による支出 △600,000 △700,000

自己株式の取得による支出 － △111

配当金の支払額 △27,162 △20,502

リース債務の返済による支出 － △827

財務活動によるキャッシュ・フロー △27,162 △21,441

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △106,641 △194,603

現金及び現金同等物の期首残高 993,676 887,034

現金及び現金同等物の期末残高 887,034 692,431
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 該当事項はありません。 

  

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

１．有価証券の評価基準お

よび評価方法 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価法 

(評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により

算定しております。) 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

同左 

   時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 時価のないもの 

同左 

２．たな卸資産の評価基準

および評価方法 

  

販売用不動産 

  個別法による原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に

より算定）を採用しております。 

  

販売用不動産 

  個別法による原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に

より算定）を採用しております。 

  

  材料貯蔵品 

 総平均法による原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ

り算定)を採用しております。 

  

（会計方針の変更） 

 当事業年度より「棚卸資産の評価に関する

会計基準」（企業会計基準第９号平成18年７

月５日公表分）を適用しております。これに

より、営業損失、経常損失は1,209千円及び

税引前当期純損失は17,219千円それぞれ増加

しております。 

  

材料貯蔵品 

 総平均法による原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ

り算定)を採用しております。 

  

  

  

３．固定資産の減価償却の

方法 

有形固定資産（リース資産を除く） 

 定率法 

 主な耐用年数 

建  物   ７～50年 

機械装置   ２～７年 

有形固定資産（リース資産を除く） 

 同左 

  無形固定資産（リース資産を除く） 

  定額法  

 なお、自社利用のソフトウェアについ

ては社内における利用可能期間(5年)に

基づいております。 

無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 
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項目 
前事業年度

（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

    

  

リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引に

ついては、リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法を採用しております。

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所

有権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理を引き続き採用しております。 

（会計方針の変更） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引に

ついては、従来、賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっておりましたが、「リー

ス取引に関する会計基準」（企業会計基準第

13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正））及び

「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１

月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員

会）、平成19年３月30日改正））を当事業年

度から適用し、通常の売買取引に係る方法に

準じた会計処理によっております。また、所

有権移転外ファイナンス・リース取引に係る

リース資産の減価償却の方法については、リ

ース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法を採用しております。 

 この変更による損益への影響はありませ

ん。  

４．引当金の計上基準 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に

回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。 

貸倒引当金 

同左 

  完成工事補償引当金 

 完成工事に関するかし担保及びアフター

サービス等の費用に充てるため、当期の完

成工事高に対する将来の見積補償額に基づ

いて計上しております。 

完成工事補償引当金 

同左 

  工事損失引当金 

 受注工事等に係る将来の損失に備えるた

め、当事業年度末手持ち工事等のうち損失

の発生が見込まれ、かつその金額を合理的

に見積もることができる工事等について、

損失見込額を計上しております。 

工事損失引当金 

同左 

５．完成工事高の計上基準  完成工事高の計上は、工事進行基準によ

っております。 

同左 
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項目 
前事業年度

（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

６．キャッシュ・フロー計

算書における資金の範

囲 

 キャッシュ・フロー計算書における資金

（現金及び現金同等物）は、手許現金、随

時引き出し可能な預金及び容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から3ヶ月以内

に償還期限の到来する短期投資からなって

おります。 

同左 

７．その他財務諸表作成の

ための基本となる重要

な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年６月30日） 

当事業年度
（平成22年６月30日） 

※１ 担保に供している資産 ※１ 担保に供している資産 

土地 千円95,183

建物   千円108,917

計 千円204,101

土地 千円95,183

建物   千円101,075

計 千円196,259

上記に対応する債務  千円－ 上記に対応する債務  千円－

※２ 減価償却累計額には、減損損失累計額を含めて表

示しております。 

※２ 減価償却累計額には、減損損失累計額を含めて表

示しております。 

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

当事業年度
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

※１ 固定資産処分損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

※１ 固定資産処分損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

除却損  

 建 物 千円450

 機械装置 千円8,823

 車両運搬具 千円156

 工具器具・備品 872千円

 建設仮勘定 千円3,335

計 千円13,638

除却損  

 機械装置 千円1,963

 車両運搬具 千円389

 工具器具・備品 千円538

計 千円2,891

※２ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりでありま

す。 

車両運搬具 千円1,424

計 千円1,424

※２ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりでありま

す。 

機械装置 千円28,100

計 千円28,100

※３ 研究開発費の総額 ※３ 研究開発費の総額 

※４ 期末販売用不動産は収益性の低下に伴う簿価切下

後の金額であり、次の販売用不動産評価損が売上

原価に含まれております。 

                      1,209千円   

一般管理費に含まれる研究開発費 千円726

※４ 期末販売用不動産は収益性の低下に伴う簿価切下

後の金額であり、次の販売用不動産評価損が不動

産事業等売上原価に含まれております。 

                  17,551千円 

                    

一般管理費に含まれる研究開発費 千円12,695

21

㈱三東工業社（1788）　平成22年6月期決算短信（非連結）



前事業年度（自 平成20年7月1日 至 平成21年6月30日） 

１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

２. 配当に関する事項                  

 （1）配当金支払額 

 （2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

    次のとおり、決議を予定しております。 

当事業年度（自 平成21年7月1日 至 平成22年6月30日） 

１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

２. 配当に関する事項                  

 （1）配当金支払額 

 （2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

    次のとおり、決議を予定しております。 

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式         

普通株式  6,860,000  －  －  6,860,000

合計  6,860,000  －  －  6,860,000

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 

平成20年9月26日 

定時株主総会 
普通株式  27,440  4 平成20年6月30日 平成20年9月29日 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年9月25日 

定時株主総会 
普通株式  20,580  利益剰余金  3 平成21年6月30日 平成21年9月28日

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式         

普通株式  6,860,000  －  －  6,860,000

合計  6,860,000  －  －  6,860,000

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 

平成21年9月25日 

定時株主総会 
普通株式  20,580  3 平成21年6月30日 平成21年9月28日 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成22年9月28日 

定時株主総会 
普通株式  27,436  利益剰余金  4 平成22年6月30日 平成22年9月29日
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前事業年度（自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日） 

 決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略しております。 

  

当事業年度（自 平成21年７月１日 至 平成22年６月30日） 

 決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略しております。  

  

１．売買目的有価証券 

    該当事項はありません。 

  

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

    該当事項はありません。  

  

３．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） その他有価証券で時価のある株式については、下記の合理的な社内基準をもちまして減損処理を行っておりま

す。 

  

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

当事業年度
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

（平成21年６月30日現在） （平成22年６月30日現在） 

  

現金預金勘定  千円1,215,573

有価証券勘定  千円21,461

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  千円△350,000

現金及び現金同等物  千円887,034
  

現金預金勘定  千円1,020,951

有価証券勘定  千円21,479

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  千円△350,000

現金及び現金同等物  千円692,431

（金融商品関係）

（有価証券関係）

  種類 

前事業年度（平成21年６月30日） 当事業年度（平成22年６月30日） 

取得原価 
（千円） 

貸借対照表
計上額 
（千円） 

差額
（千円） 

取得原価
（千円） 

貸借対照表
計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えるもの 

株式  62,997  77,473  14,475  71,341  78,865  7,523

小計  62,997  77,473  14,475  71,341  78,865  7,523

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えないもの 

株式  58,100  44,567  △13,532  39,400  35,016  △4,384

小計  58,100  44,567  △13,532  39,400  35,016  △4,384

合計  121,098  122,041  942  110,742  113,882  3,139

時価の下落率が50％以上の場合 減損処理を行う。 

時価の下落率が30％以上50％未満

の場合 

前期末及び当期末において、連続して30％以上の下落率にあるものについては、

減損処理を行う。 

時価の下落率が30％未満の場合 減損処理は行わない。 
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４．時価評価されていない主な有価証券の内訳 

５．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

  該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成21年７月１日 至 平成22年６月30日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日） 

 当社は、退職給付制度を採用しておりません。なお、平成21年４月30日付で過去に加入していた滋賀県建設業

厚生年金基金（総合設立型）の解散に伴う清算業務が結了しております。  

  

当事業年度（自 平成21年７月１日 至 平成22年６月30日） 

 当社は、退職給付制度を採用しておりません。  

前事業年度（自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日） 

        該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成21年７月１日 至 平成22年６月30日） 

        該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日） 

 該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成21年７月１日 至 平成22年６月30日） 

 該当事項はありません。 

  前事業年度（平成21年６月30日) 当事業年度（平成22年６月30日)

  貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券            

中期国債ファンド  11,379  11,390

フリー・ファイナンシャル・ファンド  10,082  10,089

非上場株式  27,097  27,097

（デリバティブ取引関係）

（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

当事業年度
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

 重要性が乏しいため、記載を省略しております。 １.ファイナンス・リース取引（借主側） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引 

①リース資産の内容 

 （ア）有形固定資産 

    車両運搬具であります。 

 （イ）無形固定資産 

    ソフトウェアであります。 

②リース資産の減価償却の方法 

 重要な会計方針「３.固定資産の減価償却の方法」に記

載のとおりであります。  

（退職給付関係）

（ストック・オプション等関係）

（企業結合等）
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前事業年度（自平成20年７月１日 至平成21年６月30日） 

 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。 

当事業年度（自平成21年７月１日 至平成22年６月30日） 

 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。 

   前事業年度（自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日） 

    決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略しております。 

  

   当事業年度（自 平成21年７月１日 至 平成22年６月30日）   

    決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略しております。 

  

   

（税効果会計関係）

前事業年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

当事業年度
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産   

 貸倒引当金損金算入限度超過額 千円45,589

 繰越欠損金   344,328

 ゴルフ会員権評価損  6,722

 有姿除却   17,164

 投資有価証券評価損  299

 販売用不動産評価損   14,952

 その他  28,288

繰延税金資産小計  457,345

評価性引当金  △457,345

繰延税金資産合計     －

繰延税金負債  

 その他有価証券評価差額金  △380

繰延税金負債合計  △380

繰延税金資産(△負債)の純額 千円△380

繰延税金資産   

 貸倒引当金損金算入限度超過額 千円52,448

 繰越欠損金   278,011

 ゴルフ会員権評価損  6,722

 有姿除却   15,488

 投資有価証券評価損  4,460

 販売用不動産評価損   22,043

 その他  32,544

繰延税金資産小計  411,720

評価性引当金  △411,720

繰延税金資産合計     －

繰延税金負債  

 その他有価証券評価差額金  △457

繰延税金負債合計  △457

繰延税金資産(△負債)の純額 千円△457

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳  

  税引前当期純損失を計上しておりますので、記載を

省略しております。   

  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

法定実効税率    ％ 40.4

(調整)  

交際費等永久に損金に算入されない

項目 
 3.6

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目 

 △0.9

住民税均等割等  6.2

評価性引当金の減少  △42.7

その他  0.0

法人税等の負担率   6.6  

（持分法損益等）

(賃貸等不動産関係）
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前事業年度（自平成20年７月１日 至平成21年６月30日） 

  該当事項はありません。 

当事業年度（自平成21年７月１日 至平成22年６月30日） 

  該当事項はありません。 

 （注） １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 該当事項はありません。 

（関連当事者情報）

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

当事業年度
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

１株当たり純資産額 円 銭357 54

１株当たり当期純損失 円 銭31 92

１株当たり純資産額 円 銭371 18

１株当たり当期純利益 円 銭16 29

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式がないため記載しておりません。 

同左 

  
前事業年度

(自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日) 

当期純利益又は当期純損失（△） 

（千円） 
 △218,942  111,782

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損

失（△）(千円） 
 △218,942  111,782

期中平均株式数（株）  6,860,000  6,859,920

（重要な後発事象）
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(1）役員の異動 

①その他の役員の異動 

・新任取締役候補 

   

    ・新任補欠監査役候補     

三輪益三氏と当社の間に特別な利害関係はありません。 

三輪益三氏は補欠の社外監査役候補者であります。  

       

新任補欠監査役候補の略歴 

  

      

  

②就任予定日  

平成22年９月28日 

  

(2）その他 

 該当事項はありません。 

  

５．その他

取締役 山本 喜彦  （現 建築部営業担当部長）   

      

補欠監査役 三輪 益三  （現 淡海フィランソロピーネット 相談役）     

      

平成８年２月  株式会社平和堂  入社 経理部長  

平成９年５月    同社     取締役総務部長 

平成13年６月  株式会社滋賀銀行 監査役 

平成15年５月  株式会社平和堂  監査役 

平成16年６月  株式会社滋賀銀行 監査役退任 

平成17年６月  淡海フィランソロピーネット 相談役（現任） 

平成20年５月  株式会社平和堂  監査役退任 

平成20年７月    同社     退職  
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