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１．平成25年６月期第１四半期の業績（平成24年７月１日～平成24年９月30日） 

  

  

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 
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（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 ％

25年６月期第１四半期  1,011  15.0 △14 － △14 －  △14 －

24年６月期第１四半期  879  △24.3  20 －  20 －  18 －

  
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

25年６月期第１四半期  △2.11 －

24年６月期第１四半期  2.70 －

  総資産 純資産 自己資本比率

  百万円 百万円 ％

25年６月期第１四半期  3,638  2,483  68.2

24年６月期  3,516  2,522  71.7

（参考）自己資本 25年６月期第１四半期 2,483百万円   24年６月期 2,522百万円 

  
年間配当金

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 

24年６月期  －  0.00 － 4.00  4.00

25年６月期  －   

25年６月期（予想）    0.00 － 4.00  4.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成25年６月期の業績予想（平成24年７月１日～平成25年６月30日）

  （％表示は、通期は対前期、四半期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）  2,500  △4.3  △5 － △5 － △11  － △1.60

通期  5,500  0.2  70 △7.8  70 △21.7  45  △42.7  6.56

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

  

（３）発行済株式数（普通株式） 

  

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）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、添付資料２ページ「サマリー情報（その他）に関する事項（１）四半期財務諸表の作成に特有の

会計処理の適用」をご覧ください。

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更    ： 無

②  ①以外の会計方針の変更                  ： 無

③  会計上の見積りの変更                    ： 無

④  修正再表示                              ： 無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年６月期１Ｑ 6,860,000株 24年６月期 6,860,000株

②  期末自己株式数 25年６月期１Ｑ 2,314株 24年６月期 2,314株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年６月期１Ｑ 6,857,868株 24年６月期１Ｑ 6,858,050株

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続を実施中です。

 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２ページ「業績予想に関する定性的情報」を参照してください。
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（１）経営成績に関する定性的情報 

  当第１四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

きを示してまいりましたものの、欧州債務危機や円高の長期化に伴う輸出関連業種の減産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１四半期累計期間の業績は、売上高1,011百万円（前年同四半期比15.0％増）、営業損失14百万

円（前年同四半期は、営業利益20百万円）、経常損失14百万円（前年同四半期は、経常利益20百万円）、四半期純

損失14百万円（前年同四半期は、四半期純利益18百万円）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、638百万円（前年同四半期比2.9％増）となり、完成工事高661百万円（前年同四半期

比0.2％減）、セグメント損失12百万円(前年同四半期は、セグメント利益30百万円）となりました。 

②建築部門 

 建築部門の受注工事高は、229百万円（前年同四半期比69.1％減）となり、完成工事高345百万円（前年同四半期

比62.7％増）、セグメント損失6百万円（前年同四半期比57.1％減）となりました。  

③不動産部門 

 不動産部門の受注高は、３百万円（前年同四半期は、受注高３百万円）となり、売上高３百万円（前年同四半期

比0.0％増）、セグメント利益３百万円（前年同四半期比0.0％増）となりました。  

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

（資産）   

 当第１四半期会計期間末における流動資産は2,882百万円となり、前事業年度末に比べ123百万円増加いたしまし

た。これは主に現金預金が186百万円増加したことによるものであります。固定資産は756百万円であり、前事業年

度末と比べ大きな増減はありません。 

 この結果、総資産は3,638百万円となり、前事業年度末に比べ122百万円増加いたしました。 

（負債） 

 当第１四半期会計期間末における流動負債は1,117百万円となり、前事業年度末に比べ155百万円増加いたしまし

た。これは主に短期借入金が300百万円増加したことによるものであります。固定負債は38百万円となり、前事業

年度末と比べ6百万円増加いたしました。これは主にリース債務が5百万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1,155百万円となり、前事業年度末に比べ161百万円増加いたしました。 

（純資産）  

 当第１四半期会計期間末における純資産合計は2,483百万円となり、前事業年度末に比べ38百万円減少いたしま

した。これは主に利益剰余金が41百万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68.2％（前事業年度末は71.7％）となりました。 

     

（３）業績予想に関する定性的情報 

  当第１四半期の業績は、当初の予定通りに推移していることから、平成24年８月10日に公表しました、第２四半

期累計期間および通期の業績予想から変更はありません。  

   

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 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。   

   

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  該当事項はありません。 

   

   

 該当事項はありません。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期財務諸表 
（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１四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 1,158,974 1,345,760

受取手形・完成工事未収入金等 1,207,591 1,138,114

有価証券 21,508 21,512

販売用不動産 352,133 352,133

その他 29,618 32,411

貸倒引当金 △10,900 △7,400

流動資産合計 2,758,927 2,882,532

固定資産   

有形固定資産   

土地 250,692 250,692

その他（純額） 333,593 331,674

有形固定資産合計 584,285 582,366

無形固定資産   

その他 11,820 10,988

無形固定資産合計 11,820 10,988

投資その他の資産   

投資有価証券 130,027 133,746

その他 229,449 225,653

貸倒引当金 △198,355 △196,414

投資その他の資産合計 161,122 162,986

固定資産合計 757,228 756,342

資産合計 3,516,155 3,638,874

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 743,729 579,596

短期借入金 － 300,000

未払法人税等 9,911 3,033

未成工事受入金 128,258 165,504

完成工事補償引当金 16,600 17,500

その他 63,397 51,603

流動負債合計 961,896 1,117,237

固定負債   

繰延税金負債 － 1,181

その他 32,050 37,200

固定負債合計 32,050 38,382

負債合計 993,947 1,155,620
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年６月30日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年９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 1,048,877 1,006,955

自己株式 △243 △243

株主資本合計 2,524,033 2,482,111

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,824 1,143

評価・換算差額等合計 △1,824 1,143

純資産合計 2,522,208 2,483,254

負債純資産合計 3,516,155 3,638,874

㈱三東工業社（1788）平成25年6月期第1四半期決算短信（非連結）

4



（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23年７月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高   

完成工事高 875,649 1,007,189

不動産事業等売上高 3,592 3,811

売上高合計 879,241 1,011,001

売上原価   

完成工事原価 810,741 976,878

不動産事業等売上原価 － －

売上原価合計 810,741 976,878

売上総利益   

完成工事総利益 64,907 30,310

不動産事業等総利益 3,592 3,811

売上総利益合計 68,499 34,122

販売費及び一般管理費 48,221 48,670

営業利益又は営業損失（△） 20,278 △14,547

営業外収益   

受取利息 167 90

雑収入 241 586

営業外収益合計 408 677

営業外費用   

支払利息 4 30

支払保証料 292 494

営業外費用合計 296 525

経常利益又は経常損失（△） 20,390 △14,395

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（△） 20,390 △12,645

法人税等 1,871 1,845

四半期純利益又は四半期純損失（△） 18,519 △14,491
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  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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