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1.  平成21年6月期第2四半期の業績（平成20年7月1日～平成20年12月31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 ％

21年6月期第2四半期 2,513 ― △102 ― △93 ― △295 ―

20年6月期第2四半期 3,485 △2.8 10 ― 10 ― 11 ―

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

21年6月期第2四半期 △43.07 ―

20年6月期第2四半期 1.71 ―

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

21年6月期第2四半期 3,942 2,370 60.1 345.49
20年6月期 4,129 2,713 65.7 395.50

（参考） 自己資本   21年6月期第2四半期  2,370百万円 20年6月期  2,713百万円

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  有  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年6月期 ― ― ― 4.00 4.00
21年6月期 0.00 0.00 ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― ――― ― 3.00 3.00

3.  平成21年6月期の業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

通期 5,300 △23.2 △84 ― △81 ― △291 ― △42.42

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、２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、２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） 21年6月期第2四半期  6,860,000株 20年6月期  6,860,000株

② 期末自己株式数 21年6月期第2四半期  ―株 20年6月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年6月期第2四半期  6,860,000株 20年6月期第2四半期  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 
（1）通期の業績予想及び期末配当予想につきましては、本日（平成21年2月3日）公表の「特別損失の発生及び業積予想の修正に関するお知らせ」及び「平成21年６月期
配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
（2）業績予想につきましては、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ページを参照して下さい。 
（3）当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」及び「建設業法施行規則」（建設省令第14号）に従い四半期財務諸表を作成しております。  

1



定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

　当第２四半期会計期間におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した金融危機に伴う円高・株

安等を背景に国際的な経済社会情勢が悪化してきました。

　一方、建設業界におきましては、公共建設投資が低調に推移する中、経営破綻の増加傾向が顕著になっております。

　当社を取り巻く環境につきましても、公共投資の抑制、民間企業の設備投資の延期・中止が増加傾向にあり受注環

境がさらに悪化しており、予想以上に厳しい状況となっております。

　このような状況の中で、「現場力の強化による三東の競争力の再構築」を経営の基本方針とし、永年にわたり築き

上げてきた当社の経験と実績を十分に発揮して営業展開した結果、当第２四半期の売上高は2,513百万円、営業損失は

102百万円、経常損失は93百万円、四半期純損失は295百万円となりました。

 

２．財政状態に関する定性的情報

　当第２四半期における総資産は、39億42百万円となり、前会計年度末に比べて、187百万円の減少となりました。そ

の主な要因は貸倒引当金の増加によるものであります。

　当第２四半期における負債は、15億72百万円となり、前会計年度末に比べて、155百万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によるものであります。

　当第２四半期における純資産は、23億70百万円となり、前会計年度末に比べて、343百万円の減少となりました。そ

の主な要因は繰越利益剰余金の減少によるものであります。

 

３．業績予想に関する定性的情報

　当第２四半期累計期間の業績を勘案し、平成20年８月22日公表した平成21年６月期通期の業績予想及び期末配当予

想の修正をいたしました。

　なお、当該修正に関する開示は、本日（平成21年2月3日）公表の「特別損失の発生及び業績予想の修正に関するお

知らせ」及び「平成21年６月期配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

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

　①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。

　　　　　②税金費用の計算方法

　税金費用については、当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）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

　①当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」

及び「建設業法施行規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

　②販売用不動産については、従来個別法による原価法によっておりましたが、当第１四半期会計期間より「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）が適用されたことに伴い、個別法

による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）により算定しております。

この結果、従来の方法によった場合に比べて、税引前四半期純損失が16百万円増加しております。
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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２四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 1,141,480 1,322,269

受取手形・完成工事未収入金等 1,370,617 1,372,226

有価証券 21,446 21,407

販売用不動産 483,467 499,477

その他 170,068 54,373

貸倒引当金 △66,000 △3,000

流動資産合計 3,121,080 3,266,754

固定資産   

有形固定資産   

土地 250,692 250,692

その他 369,400 380,266

有形固定資産計 620,093 630,959

無形固定資産   

その他 11,712 10,043

無形固定資産計 11,712 10,043

投資その他の資産   

投資有価証券 146,279 176,189

その他 291,932 105,351

貸倒引当金 △248,624 △59,654

投資その他の資産計 189,587 221,887

固定資産合計 821,392 862,890

資産合計 3,942,473 4,129,644

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 1,001,561 1,118,719

短期借入金 400,000 －

未払法人税等 6,172 6,401

未成工事受入金 109,793 182,523

完成工事補償引当金 5,940 5,940

その他 16,732 60,290

流動負債合計 1,540,199 1,373,876

固定負債   

繰延税金負債 － 9,899

その他 32,212 32,710

固定負債合計 32,212 42,609

負債合計 1,572,411 1,416,485
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20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 900,236 1,223,155

株主資本合計 2,375,636 2,698,555

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,575 14,604

評価・換算差額等合計 △5,575 14,604

純資産合計 2,370,061 2,713,159

負債純資産合計 3,942,473 4,129,644
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高  

完成工事高 2,513,574

売上高合計 2,513,574

売上原価  

完成工事原価 2,433,571

売上原価合計 2,433,571

売上総利益  

完成工事総利益 80,003

売上総利益合計 80,003

販売費及び一般管理費 182,602

営業損失（△） △102,598

営業外収益  

受取利息 1,638

受取配当金 540

その他 10,075

営業外収益合計 12,255

営業外費用  

支払利息 1,754

その他 926

営業外費用合計 2,681

経常損失（△） △93,024

特別利益  

還付消費税等 20,984

固定資産売却益 47

貸倒引当金戻入額 8

特別利益合計 21,040

特別損失  

前期損益修正損 14,170

固定資産除却損 450

貸倒引当金繰入額 188,978

販売用不動産評価損 16,010

特別損失合計 219,608

税引前四半期純損失（△） △291,593

法人税等 3,884

四半期純損失（△） △295,478

㈱三東工業社（1788）　平成21年6月期第2四半期決算短信（非連結）

5



　当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」及び「建

設業法施行規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

（３）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  3,485,904 100.0

Ⅱ　売上原価  3,329,825 95.5

売上総利益  156,078 4.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費  145,977 4.2

営業利益  10,101 0.3

Ⅳ　営業外収益  8,785 0.3

Ⅴ　営業外費用  8,012 0.2

経常利益  10,874 0.3

Ⅵ　特別利益  15,214 0.4

Ⅶ　特別損失  10,539 0.3

税引前中間純利益  15,549 0.4

法人税、住民税及び事業税  3,821  

法人税等調整額  －  

中間純利益  11,727 0.3
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