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1.  平成21年6月期第3四半期の業績（平成20年7月1日～平成21年3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3四半期 4,132 △22.6 △91 ― △81 ― △288 ―

20年6月期第3四半期 5,342 △8.9 62 ― 66 ― 64 ―

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3四半期 △42.10 ―

20年6月期第3四半期 9.35 ―

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3四半期 4,435 2,366 53.3 344.99
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3四半期  2,366百万円 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  無  
 

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 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  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

通期 5,300 △23.2 △84 ― △81 ― △291 ― △42.42
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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、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3四半期 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3四半期  ―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3四半期 6,860,000株 20年6月期第3四半期 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）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。 
（２）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。 
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 当第３四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、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３四半期の売上高は4,132百万円、営業損失

は91百万円、経常損失は81百万円、四半期純損失は288百万円となりました。  

  

  

  当第３四半期における総資産は、44億35百万円となり、前会計年度末に比べて、305百万円の増加となりました。

その主な要因は、完成工事未収入金の増加によるものであります。 

  当第３四半期における負債は、20億68百万円となり、前会計年度末に比べて、652百万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３四半期における純資産は、23億66百万円となり、前会計年度末に比べて、346百万円の減少となりました。

その主な要因は、利益剰余金の減少によるものであります。 

  

 当第３四半期の業績が予定通りであることから、平成21年２月３日に公表しました通期の業績予想に変更はありま

せん。 

  

 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。 

  

 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。  

  

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３四半期会計期間末 
(平成21年３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 1,473,953 1,322,269 

受取手形・完成工事未収入金等 1,635,771 1,372,226 

有価証券 21,455 21,407 

販売用不動産 483,467 499,477 

その他 89,748 54,373 

貸倒引当金 △66,000 △3,000 

流動資産合計 3,638,397 3,266,754 

固定資産   

有形固定資産   

土地 250,692 250,692 

その他 361,798 380,266 

有形固定資産計 612,490 630,959 

無形固定資産   

その他 9,921 10,043 

無形固定資産計 9,921 10,043 

投資その他の資産   

投資有価証券 132,557 176,189 

その他 290,843 105,351 

貸倒引当金 △248,603 △59,654 

投資その他の資産計 174,796 221,887 

固定資産合計 797,209 862,890 

資産合計 4,435,606 4,129,644 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 1,169,306 1,118,719 

短期借入金 600,000 － 

未払法人税等 6,816 6,401 

未成工事受入金 172,775 182,523 

完成工事補償引当金 5,940 5,940 

その他 82,154 60,290 

流動負債合計 2,036,993 1,373,876 

固定負債   

繰延税金負債 － 9,899 

その他 31,963 32,710 

固定負債合計 31,963 42,609 

負債合計 2,068,956 1,416,485 
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年３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 906,888 1,223,155 

株主資本合計 2,382,288 2,698,555 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △15,638 14,604 

評価・換算差額等合計 △15,638 14,604 

純資産合計 2,366,650 2,713,159 

負債純資産合計 4,435,606 4,129,644 
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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）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高  

完成工事高 4,132,885

売上高合計 4,132,885

売上原価  

完成工事原価 3,983,828

売上原価合計 3,983,828

売上総利益  

完成工事総利益 149,056

売上総利益合計 149,056

販売費及び一般管理費 240,847

営業損失（△） △91,791

営業外収益  

受取利息 2,095

受取配当金 540

受取賃貸料 7,649

雑収入 6,363

営業外収益合計 16,649

営業外費用  

支払利息 4,039

支払保証料 2,103

営業外費用合計 6,142

経常損失（△） △81,284

特別利益  

還付消費税等 20,984

固定資産売却益 1,424

貸倒引当金戻入額 29

特別利益合計 22,437

特別損失  

前期損益修正損 14,170

固定資産除却損 450

投資有価証券評価損 3,658

貸倒引当金繰入額 188,978

販売用不動産評価損 16,010

その他 964

特別損失合計 224,231

税引前四半期純損失（△） △283,077

法人税等 5,748

四半期純損失（△） △288,826
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 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。 

  

 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

㈱三東工業社（1788）　平成21年6月期第3四半期決算短信（非連結）

7



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第三四半期累計期間（平成19年7月1日～平成20年3月31日） 

   

   

  

  

科目 

前年同四半期
（平成20年6月期 
第三四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  5,342

Ⅱ 売上原価  5,067

売上総利益  275

Ⅲ 販売費及び一般管理費  213

営業利益  62

Ⅳ 営業外収益  16

Ⅴ 営業外費用  12

経常利益  66

Ⅵ 特別利益  15

Ⅶ 特別損失  10

税引前四半期純利益  70

税金費用  6

四半期純利益  64
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