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1.  平成24年6月期の業績（平成23年7月1日～平成24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 ％

24年6月期 5,491 19.7 75 ― 89 ― 78 ―

23年6月期 4,588 △10.3 △49 ― △36 ― △42 ―

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 ％ ％ ％

24年6月期 11.46 ― 3.1 2.7 1.4
23年6月期 △6.24 ― △1.7 △1.1 △1.1

（参考） 持分法投資損益 24年6月期  ―百万円 23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

24年6月期 3,516 2,522 71.7 367.79
23年6月期 3,050 2,477 81.2 361.29

（参考） 自己資本   24年6月期  2,522百万円 23年6月期  2,477百万円

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

24年6月期 76 △79 △29 810
23年6月期 189 △10 △29 842

2.  配当の状況 

 

年間配当金 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 ％ ％

23年6月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00 27 ― 1.1
24年6月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00 27 34.9 1.1

25年6月期(予想) ― 0.00 ― 4.00 4.00 61.0

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



※  注記事項 

(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、３１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） 24年6月期 6,860,000 株 23年6月期 6,860,000 株

② 期末自己株式数 24年6月期 2,314 株 23年6月期 1,950 株

③ 期中平均株式数 24年6月期 6,857,868 株 23年6月期 6,858,577 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続が実施中です。 

※ 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２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、欧州債務問題の再燃、米国景気やアジア諸国の成長減速懸念等を背景にリスク回避姿

勢が強まり、金融市場では、株価が下落基調に転じ、為替市場では円買い圧力が強まりました。雇用・所得環境は、

依然として厳しく、設備投資も勢いに欠ける状態が続いてきました。さらに、電力供給問題もあり、日本経済の先行

きは、不透明な状況となりました。 

 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、

公共工事も減少基調が続くなど、受注環境は相変わらず厳しい状況となりました。 

 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。この結果、当期の経営成績は、受注高5,766百万円（前年同期比29.7％増）、売上高5,491百万

円（同19.7％増）、営業利益75百万円（前期49百万円の営業損失）、経常利益89百万円（前期36百万円の経常損

失）、当期純利益78百万円（前期42百万円の当期純損失）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 

 土木部門におきましては、一般土木、舗装、地下技術等の工事を行っております。 

当期の成績は、受注が減少しましたが前期からの繰越工事が多かった為、完成工事高が3,537百万円（前年同期比

31.9％増）となりました。セグメント利益は、完成工事高が増加したことにより、113百万円（前年同期は、セグメ

ント損失45百万円）となりました。 

②建築部門 

 建築部門におきましては、マンション、工場等の建築工事をおこなっております。 

当期の成績は、受注が増加したことにより完成工事高が1,950百万円（前年同期比8.6％増）となりました。セグメン

ト損失は、前期工事の手直し等を行ったことにより、34百万円（前年同期比713.0％増）となりました。 

③不動産部門 

 不動産部門におきましては、不動産の売買等を行っております。 

当期の成績は、2件の土地仲介が成立したことにより、不動産事業等売上高が3百万円（前年同期比97.0％減）となり

ました。セグメント損失は、3百万円（前年同期は、セグメント利益－百万円）となりました。  

 次期の見通しにつきましては、電力不足や円高等の影響により、日本経済が停滞する可能性があります。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。 

 次期の業績予想は売上高5,500百万円、営業利益70百万円、経常利益70百万円、当期純利益45百万円を予想してお

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 

 （資産）  

 当期末における流動資産は2,758百万円となり、前期末に比べ442百万円増加いたしました。これは主に完成工事未

収入金が462百万円増加したことによるものであります。固定資産は757百万円となり前期末と比べ大きな増減はあり

ません。 

 この結果、総資産は3,516百万円となり、前期末に比べ465百万円増加いたしました。 

（負債）  

 当期末における流動負債は961百万円となり、前期末に比べ425百万円増加いたしました。これは主に工事未払金が

252百万円増加したことによるものであります。固定負債は32百万円となり、前期末と比べ大きな増減はありませ

ん。 

 この結果、負債合計は993百万円となり、前期末に比べ420百万円増加いたしました。 

（純資産） 

 当期末における純資産合計は2,522百万円となり、前期末に比べ44百万円増加いたしました。これは主に利益剰余

金が51百万円増加したことによるものであります。 

 しかし、負債が増加したため自己資本率は71.7％（前期末は81.2％）となりました。  

１．経営成績

回次 第54期  第55期 第56期 第57期 第58期  

決算年月 平成20年6月 平成21年6月 平成22年6月 平成23年6月 平成24年6月 

 売上高営業利益率（％） 0.6 △1.0 1.5  △1.1 1.4  

 売上高経常利益率（％） 0.7 △0.7 1.9  △0.8  1.6 

 損益分岐点比率（％） 97.0 109.7 89.3  110.2  89.2  
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 これらの事により当期のキャッシュ・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、32百万円減少し、期末残高は、810百万円と

なりました。 

 （営業活動によるキャッシュフロー） 

 営業活動の結果獲得した資金は76百万円（前期は189百万円の獲得）となりました。これは、主として税引前当期

純利益が86百万円（前期は、税引前当期純損失35百万円）となったことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュフロー） 

 投資活動の結果使用した資金は79百万円（前期は10百万円の使用）となりました。これは、主として有形固定資産

を取得したものです。 

（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29百万円（前期は29百万円の使用）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。 

  

(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。また、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 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おりますが、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。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、持続可能な社会へ向けて、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 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 

 売上高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、社会の

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、59期（平成25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お客様のニーズを的確に把握し、持てる経営資源の投入により誠心誠意応え、更なる満足度の向上に努める。 

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、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役職員は、それぞれの目標達成のため実行計画を策定し、それに基づいて行動する。そして常に進捗状況を把握

し、目標の実現を危うくするリスクを事前に察知すると共に効果的な対策を打つことで、確実に目標を達成する。 

④原価要素の掘り下げ分析や工程管理ほか業務プロセスの見直しを行い、更なる原価低減を図る。 

⑤事業活動に伴って環境に与える影響を軽減するため、省エネルギー化、省資源化、リサイクルなどの取り組み推進

および向上を図る。 

⑥法令の遵守が職務を遂行する上で基本要件であることに鑑み、建設業法・労働安全衛生法・会社法その他関連法令

および諸規則を誠実に遵守する。 

 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げる企業になる。 

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り組んで参ります。 

  

(5）その他、会社の経営上重要な事項 

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、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23年６月30日) 

当事業年度 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 1,171,318 1,158,974

受取手形 235,792 205,640

完成工事未収入金 539,944 1,001,950

有価証券 21,494 21,508

販売用不動産 358,083 352,133

材料貯蔵品 10,903 9,837

前払費用 270 270

立替金 2,759 8,217

未収入金 6,628 7,254

その他 3,857 4,039

貸倒引当金 △34,633 △10,900

流動資産合計 2,316,421 2,758,927

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  554,623 ※1  557,723

減価償却累計額 ※2  △385,151 ※2  △394,944

建物（純額） 169,471 162,779

構築物 52,712 55,867

減価償却累計額 △45,231 △45,906

構築物（純額） 7,480 9,960

機械及び装置 1,716,767 1,771,491

減価償却累計額 △1,623,424 1,633,374

機械及び装置（純額） 93,342 138,117

車両運搬具 17,177 17,177

減価償却累計額 △5,866 △9,307

車両運搬具（純額） 11,311 7,870

工具器具・備品 100,447 101,745

減価償却累計額 △85,997 △86,879

工具器具・備品（純額） 14,449 14,865

土地 250,692 250,692

有形固定資産合計 546,748 584,285

無形固定資産   

工業使用権 2,250 1,250

ソフトウエア 6,176 7,773

電話加入権 2,796 2,796

無形固定資産合計 11,222 11,820

投資その他の資産   

投資有価証券 142,323 130,027
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年６月30日) 

当事業年度 
(平成24年６月30日) 

出資金 1,050 1,050

長期貸付金 21,388 17,429

破産更生債権等 169,252 168,436

長期前払費用 270 497

会員権 36,276 36,268

その他 4,950 5,767

貸倒引当金 △199,179 △198,355

投資その他の資産合計 176,331 161,122

固定資産合計 734,302 757,228

資産合計 3,050,724 3,516,155

負債の部   

流動負債   

支払手形 86,860 179,800

工事未払金 311,608 563,929

リース債務 1,695 1,695

未払金 5,393 16,232

未払費用 13,656 27,952

未払法人税等 9,159 9,911

未払消費税等 1,453 4,761

未成工事受入金 79,540 128,258

預り金 8,449 12,755

完成工事補償引当金 13,200 16,600

工事損失引当金 5,579 －

流動負債合計 536,597 961,896

固定負債   

長期預り保証金 5,482 4,486

長期預り敷金 25,000 25,000

リース債務 4,260 2,564

繰延税金負債 1,644 －

固定負債合計 36,386 32,050

負債合計 572,983 993,947
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年６月30日) 

当事業年度 
(平成24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 840,000 780,000

繰越利益剰余金 △30,510 80,627

利益剰余金合計 997,739 1,048,877

自己株式 △205 △243

株主資本合計 2,472,934 2,524,033

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,806 △1,824

評価・換算差額等合計 4,806 △1,824

純資産合計 2,477,740 2,522,208

負債純資産合計 3,050,724 3,516,155
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高   

完成工事高 4,478,772 5,488,446

不動産事業等売上高 110,000 3,312

売上高合計 4,588,772 5,491,758

売上原価   

完成工事原価 ※5  4,275,565 ※5  5,191,238

不動産事業等売上原価 110,000 ※4  6,849

売上原価合計 4,385,565 5,198,088

売上総利益   

完成工事総利益 203,207 297,207

不動産事業等総損失（△） － △3,536

売上総利益合計 203,207 293,670

販売費及び一般管理費   

役員報酬 34,680 36,230

従業員給料手当 86,669 87,625

法定福利費 13,732 13,353

福利厚生費 3,599 4,845

修繕維持費 1,553 3,124

事務用品費 2,061 1,763

通信交通費 14,825 14,369

動力用水光熱費 3,519 2,118

調査研究費 ※3  8,364 －

広告宣伝費 727 942

貸倒引当金繰入額 － △24,557

交際費 2,747 2,329

寄付金 292 794

地代家賃 10,877 9,752

減価償却費 14,158 13,109

租税公課 13,360 12,656

保険料 335 200

雑費 41,284 39,097

販売費及び一般管理費合計 252,790 217,758

営業利益又は営業損失（△） △49,582 75,912

営業外収益   

受取利息 1,141 862

受取配当金 2,357 2,360

受取賃貸料 13,274 14,532

雑収入 3,278 1,938

営業外収益合計 20,051 19,694
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年６月30日) 

営業外費用   

支払利息 5,116 4,581

支払保証料 1,359 1,569

営業外費用合計 6,475 6,150

経常利益又は経常損失（△） △36,007 89,456

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,385 －

固定資産売却益 ※1  572 －

特別利益合計 2,957 －

特別損失   

固定資産処分損 － ※2  101

投資有価証券評価損 1,967 3,202

特別損失合計 1,967 3,304

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △35,016 86,152

法人税、住民税及び事業税 7,783 7,582

法人税等合計 7,783 7,582

当期純利益又は当期純損失（△） △42,799 78,569
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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22年７月１日 
至 平成23年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成23年７月１日 
至 平成24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    461,472  10.8  553,802  10.7

Ⅱ 労務費    167,658  3.9  210,193  4.0

Ⅲ 外注費    2,871,608  67.2  3,450,704  66.5

Ⅳ 経費    774,825  18.1  976,539  18.8

（うち人件費）   ( ) 337,515 ( )7.9 ( ) 340,111 ( )6.6

計    4,275,565  100.0  5,191,238  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22年７月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年６月30日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 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   

当期首残高 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   

当期首残高 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   

当期首残高 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   

当期首残高 760,000 840,000

当期変動額   

別途積立金の取崩 － △60,000

別途積立金の積立 80,000 －

当期変動額合計 80,000 △60,000

当期末残高 840,000 780,000

繰越利益剰余金   

当期首残高 119,725 △30,510

当期変動額   

別途積立金の取崩 － 60,000

別途積立金の積立 △80,000 －

剰余金の配当 △27,436 △27,432

当期純利益又は当期純損失（△） △42,799 78,569

当期変動額合計 △150,236 111,137

当期末残高 △30,510 80,627

12

株式会社三東工業社（1788）　平成24年6月期　決算短信（非連結）



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年６月30日) 

利益剰余金合計   

当期首残高 1,067,975 997,739

当期変動額   

剰余金の配当 △27,436 △27,432

当期純利益又は当期純損失（△） △42,799 78,569

当期変動額合計 △70,236 51,137

当期末残高 997,739 1,048,877

自己株式   

当期首残高 △111 △205

当期変動額   

自己株式の取得 △94 △37

当期変動額合計 △94 △37

当期末残高 △205 △243

株主資本合計   

当期首残高 2,543,264 2,472,934

当期変動額   

剰余金の配当 △27,436 △27,432

当期純利益又は当期純損失（△） △42,799 78,569

自己株式の取得 △94 △37

当期変動額合計 △70,330 51,099

当期末残高 2,472,934 2,524,033

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 2,681 4,806

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,125 △6,631

当期変動額合計 2,125 △6,631

当期末残高 4,806 △1,824

評価・換算差額等合計   

当期首残高 2,681 4,806

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,125 △6,631

当期変動額合計 2,125 △6,631

当期末残高 4,806 △1,824
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年６月30日) 

純資産合計   

当期首残高 2,545,946 2,477,740

当期変動額   

剰余金の配当 △27,436 △27,432

当期純利益又は当期純損失（△） △42,799 78,569

自己株式の取得 △94 △37

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,125 △6,631

当期変動額合計 △68,205 44,467

当期末残高 2,477,740 2,522,208
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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22年７月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24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（△） △35,016 86,152

減価償却費 25,948 29,435

工事損失引当金の増減額（△は減少） 5,579 △5,579

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 900 3,400

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,385 △24,557

受取利息及び受取配当金 △3,499 △3,223

支払利息 5,116 4,581

固定資産売却損益（△は益） △572 －

固定資産処分損益（△は益） － 101

投資有価証券評価損益（△は益） 1,967 3,202

売上債権の増減額（△は増加） 349,415 △431,854

販売用不動産の増減額（△は増加） 106,623 5,949

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） 1,465 －

破産更生債権等の増減額（△は増加） 410 815

仕入債務の増減額（△は減少） △284,392 345,261

未払金の増減額（△は減少） △5,453 5,954

未払消費税等の増減額（△は減少） △11,893 3,308

未成工事受入金の増減額（△は減少） 47,594 48,717

その他の流動資産の増減額（△は増加） 5,239 △6,229

その他の流動負債の増減額（△は減少） △7,387 18,601

その他 1,008 452

小計 200,667 84,488

利息及び配当金の受取額 3,865 3,290

利息の支払額 △5,116 △4,581

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △9,534 △6,830

営業活動によるキャッシュ・フロー 189,882 76,367

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 △365,000

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 △15,035 △58,947

有形固定資産の売却による収入 4,023 －

無形固定資産の取得による支出 △3,124 △3,500

貸付金の回収による収入 3,758 3,857

その他 4 △996

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,372 △79,585
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24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 700,000 900,000

短期借入金の返済による支出 △700,000 △900,000

自己株式の取得による支出 △94 △37

配当金の支払額 △27,337 △27,377

リース債務の返済による支出 △1,695 △1,695

財務活動によるキャッシュ・フロー △29,127 △29,111

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 150,382 △32,330

現金及び現金同等物の期首残高 692,431 842,813

現金及び現金同等物の期末残高 842,813 810,483
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   該当事項はありません。 

  

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。) 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

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。 

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 

無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法 

 尚、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。 

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。 

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。 

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。 

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。 

５．完成工事高及び完成工事原価の計上基準 

 完成工事高の計上は、当事業年度末までの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（工事の進捗率の見積りは原価比例法）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。  

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。 

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。 

  

   （会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

(5)継続企業の前提に関する注記

(6)重要な会計方針

(7)追加情報
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※１ 担保に供している資産 

  

 上記に対応する債務 

  

※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。 

  

  

  

※１ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。 

  

※２ 固定資産処分損の内訳は、次のとおりであります。 

  

※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不動産

事業等売上原価に含まれております。                         

   

※５ 売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額 

  

  

  

(8)財務諸表に関する注記事項

（貸借対照表関係）

  
前事業年度

（平成23年６月30日） 
当事業年度 

（平成24年６月30日） 

土地 千円 95,183 千円 95,183

建物  93,677  87,081

計  188,861  182,265

  
前事業年度

（平成23年６月30日） 
当事業年度 

（平成24年６月30日） 

  千円 － 千円 －

（損益計算書関係）

  
前事業年度

（自 平成22年７月１日 
至 平成23年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成23年７月１日 
至 平成24年６月30日） 

機械装置 千円 95 千円－

車両運搬具 千円 477 千円－

計 千円 572 千円－

  
前事業年度

（自 平成22年７月１日 
至 平成23年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成23年７月１日 
至 平成24年６月30日） 

建物 千円 － 千円101

計 千円 － 千円101

  
前事業年度

（自 平成22年７月１日 
至 平成23年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成23年７月１日 
至 平成24年６月30日） 

一般管理費に含まれる研究開発費 千円 8,364 千円 －

  
前事業年度

（自 平成22年７月１日 
至 平成23年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成23年７月１日 
至 平成24年６月30日） 

  千円 － 千円 5,949

  
前事業年度

（自 平成22年７月１日 
至 平成23年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成23年７月１日 
至 平成24年６月30日） 

  千円 5,579 千円 －

18

株式会社三東工業社（1788）　平成24年6月期　決算短信（非連結）



前事業年度（自 平成22年7月1日 至 平成23年6月30日） 

１. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加991株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

  

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23年7月1日 至 平成24年6月30日） 

１. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加364株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

  

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）

  
当事業年度期首株
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

自己株式         

普通株式 （注）  959  991  －  1,950

合計  959  991  －  1,950

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22年9月28日 

定時株主総会 
普通株式  27,436  4 平成22年6月30日 平成22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23年9月27日 

定時株主総会 
普通株式  27,432  利益剰余金  4 平成23年6月30日 平成23年9月28日

  
当事業年度期首株
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

自己株式         

普通株式 （注）  1,950  364  －  2,314

合計  1,950  364  －  2,314

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23年9月27日 

定時株主総会 
普通株式  27,432  4 平成23年6月30日 平成23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24年9月27日 

定時株主総会 
普通株式  27,430  利益剰余金  4 平成24年6月30日 平成24年9月28日

19

株式会社三東工業社（1788）　平成24年6月期　決算短信（非連結）



※１ 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 

   

１．金融商品の状況に関する事項 

①金融商品に対する取組方針  

  当社は、資金運用については預金等に限定しております。また資金調達については、銀行借入による方針

であります。   

②金融商品の内容及びそのリスク 

  営業債権である受取手形及び完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。 

 有価証券及び投資有価証券は、主として業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク

に晒されております。 

  営業債務である支払手形及び工事未払金は、そのほとんどが４ヶ月以内の支払期日であります。 

③金融商品に係るリスク管理体制  

 営業債権については、与信管理規程に従い、各事業部門が取引先の状況を定期的にモニタリングし、残高

を管理するとともに回収懸念の早期把握や軽減を図っております。 

  有価証券及び投資有価証券は、定期的に時価や取引先企業の財務状況等を把握しております。 

④営業債務の「流動性リスク」の管理体制 

  各部署からの報告に基づき総務部が適時に資金計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などに

より、流動性リスクを管理しております。    

⑤金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が

含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す

ることにより、当該価額が変動することがあります。 

  

２．金融商品の時価等に関する事項 

 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握するこ

とが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２.参照）。 

（キャッシュ・フロー計算書関係）

  
前事業年度

（自 平成22年７月１日 
至 平成23年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成23年７月１日 
至 平成24年６月30日） 

現金預金勘定 1,171,318千円 1,158,974千円 

有価証券勘定 21,494  21,508  

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △350,000  △370,000  

現金及び現金同等物 842,813  810,483  

（金融商品関係）
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前事業年度（平成23年６月30日） 

  

当事業年度（平成24年６月30日） 

  

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項 

資産 

（1）現金預金（2）受取手形（3）完成工事未収入金 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお

ります。 

（4）有価証券及び投資有価証券 

 これらの時価について、株式等は取引所の価額によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関等

から提示された価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事

項「有価証券関係」をご参照下さい。 

負債 

（1）支払手形（2）工事未払金 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお

ります。 

  貸借対照表計上額（千円） 時 価 （ 千 円 ） 差 額 （ 千 円 ） 

（1）現金預金   1,171,318 1,171,318  －

（2）受取手形   235,792 235,792  －

（3）完成工事未収入金 539,944 539,944  －

（4）有価証券及び投資有価証券               

    その他有価証券 137,967 137,967  －

資産計 2,085,024 2,085,024  －

（1）支払手形 86,860 86,860  －

（2）工事未払金 311,608 311,608  －

負債計 398,468 398,468  －

  貸借対照表計上額（千円） 時 価 （ 千 円 ） 差 額 （ 千 円 ） 

（1）現金預金   1,158,974 1,158,974  －

（2）受取手形   205,640 205,640  －

（3）完成工事未収入金 1,001,950 1,001,950  －

（4）有価証券及び投資有価証券               

    その他有価証券 128,888 128,888  －

資産計 2,495,454 2,495,454  －

（1）支払手形 179,800 179,800  －

（2）工事未払金 563,929 563,929  －

負債計 743,729 743,729  －
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２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

 非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握

することが極めて困難と認められるため、「（4）有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含め

ておりません。 

  

３．金銭債権決算日後の償還予定額 

前事業年度（平成23年６月30日） 

  

当事業年度（平成24年６月30日） 

  

  （単位：千円）

区分 
前事業年度

（平成23年６月30日） 
当事業年度 

（平成24年６月30日） 

非上場株式  25,850  22,648

  １年以内（千円） １年超５年以内（千円） ５年超10年以内（千円） 

（1）現金預金   1,171,318  －  －

（2）受取手形      235,792  －      －

（3）完成工事未収入金     539,944  －      －

合計     1,947,056     －         －

  １年以内（千円） １年超５年以内（千円） ５年超10年以内（千円） 

（1）現金預金   1,158,974  －  －

（2）受取手形      205,640  －      －

（3）完成工事未収入金     1,001,950  －      －

合計     2,366,566     －         －
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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 

 該当事項はありません。 

  

３．子会社株式及び関連会社株式 

 該当事項はありません。 

  

４．その他有価証券 

前事業年度（平成23年６月30日） 

（注）非上場株式（貸借対照表計上額 25,850千円）及び中期国債ファンド（貸借対照表計上額  11,399千円）、フリ

ー・ファイナンシャル・ファンド（貸借対照表計上額 10,095千円）については、市場価格がなく、時価を把握

することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

  

（有価証券関係）

  種類 
貸借対照表計上額

（千円） 
取得原価（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 

(1）株式  60,733  48,862  11,870

(2）債券       

① 国債・地方債

等 
 －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  60,733  48,862  11,870

貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの 

(1）株式  55,739  61,159  △5,419

(2）債券       

① 国債・地方債

等 
 －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  55,739  61,159  △5,419

合計  116,472  110,021  6,451
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当事業年度（平成24年６月30日） 

（注）非上場株式（貸借対照表計上額22,648千円）及び中期国債ファンド（貸借対照表計上額11,407千円）、フリー・

ファイナンシャル・ファンド（貸借対照表計上額10,101千円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ

とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

  

５．売却したその他有価証券 

 該当事項はありません。 

  

６．減損処理を行った有価証券 

 前事業年度において、投資有価証券について1,967千円（その他有価証券の株式1,967千円）減損処理を行

っております。 

 当事業年度において、投資有価証券について3,202千円（その他有価証券の株式3,202千円）減損処理を行

っております。 

 なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処

理を行い、30％以上50％未満下落した場合には、前事業年度及び当事業年度において、連続して30％以上の

下落率にあるものについて減損処理を行っております。 

  

  種類 
貸借対照表計上額

（千円） 
取得原価（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 

(1）株式  47,224  41,226  5,998

(2）債券       

① 国債・地方債

等 
 －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  47,224  41,226  5,998

貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの 

(1）株式  60,154  68,795  △8,640

(2）債券       

① 国債・地方債

等 
 －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  60,154  68,795  △8,640

合計  107,379  110,021  △2,642
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前事業年度（自 平成22年７月１日 至 平成23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23年７月１日 至 平成24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。 

  

１．ファイナンス・リース取引 

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。なお、所有権移転外

ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年６月30日以前のリース取引について

は、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっておりますが、重要性が乏しいため、記載を

省略しております。 

   

   

前事業年度（自 平成22年７月１日 至 平成23年６月30日） 

当社は、退職給付制度を採用しておりません。 

  

当事業年度（自 平成23年７月１日 至 平成24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22年７月１日 至 平成23年６月30日） 

  該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成23年７月１日 至 平成24年６月30日） 

  該当事項はありません。 

  

前事業年度（自 平成22年７月１日 至 平成23年６月30日） 

 該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成23年７月１日 至 平成24年６月30日） 

 該当事項はありません。 

  

  

前事業年度（自 平成22年７月１日 至 平成23年６月30日） 

 該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成23年７月１日 至 平成24年６月30日） 

 該当事項はありません。 

  

（デリバティブ取引関係）

（リース取引関係）

（退職給付関係）

（ストック・オプション等関係）

（企業結合等関係）

（資産除去債務関係）
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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 

  

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 

  

  

   

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

 「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23

年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する

特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年７月１日以後に開始する

事業年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。この税率変更によ

る金額の修正はありません。  

（税効果会計関係）

  
前事業年度

（平成23年６月30日） 
当事業年度 

（平成24年６月30日） 

繰延税金資産   

貸倒引当金損金算入限度超過額 千円56,842   千円40,123

繰越欠損金  291,686    234,525

ゴルフ会員権評価損  6,722    5,878

有姿除却  14,172    12,393

投資有価証券評価損  4,964    3,901

販売用不動産評価損  8,559    9,587

その他  32,263    31,117

繰延税金資産小計  415,212    337,527

評価性引当金  △415,212    △337,527

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  △1,644    －

繰延税金負債合計  △1,644    －

繰延税金資産(△負債)の純額  △1,644    －

前事業年度   当事業年度 

（平成23年６月30日）   （平成24年６月30日） 

 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。   

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 
 6.0

  受取配当金等永久に益金に

算入されない項目 

 △1.3

  住民税均等割等  8.5

  評価性引当金の減少  △44.8

  その他  △0.1

    法人税等の負担率          8.8 
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前事業年度（自平成22年７月１日 至平成23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23年７月１日 至平成24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。 

  

  

(1)賃貸等不動産の状況に関する事項 

 当社は、滋賀県甲賀市及びその他の地域において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸商業施設等を所

有しております。平成23年６月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は9,275千円（益）でありま

す。平成24年６月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は4,064千円（益）であります。 

(2)賃貸等不動産の時価等に関する事項 

 賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。 

（注）１．貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。 

２．期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて調整を行

ったものを含む。）であります。 

  

（持分法損益等）

(賃貸等不動産関係）

  （単位：千円）

  
前事業年度

（自 平成22年７月１日 
至 平成23年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成23年７月１日 
至 平成24年６月30日） 

貸借対照表計上額   

  期首残高  126,272  122,687

  期中増減額  △3,585  －

  期末残高  122,687  122,687

期末時価  151,837  146,012
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１．報告セグメントの概要 

  当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

  当社は、主として公共工事を中心とした土木工事全般に関する事業と民間工事を中心とした建築工事全

般に関する事業を営んでおります。また、不動産事業は不動産の売買に関する事業を行っております。 

 当社は、受注・請負体制を基礎とした事業分野別のセグメントから構成されており、一般土木、舗装、

地下技術等の「土木部門」、「建築部門」及び「不動産部門」の３つを報告セグメントとしております。

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

  報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と同一でありま

す。 

  報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前事業年度（自 平成22年７月１日 至 平成23年６月30日） 

                                    （単位：千円） 

     （注）１.セグメント資産の調整額1,832,752千円は、当社の余資運用資金（現金預金及び有価証券）、土地、

投資有価証券等であります。  

２.セグメントの利益又は損失の金額の合計額は、損益計算書の営業利益と一致しております。 

 ３.報告セグメントごとの負債は、経営資源の配分の決定及び業績評価に使用していないため、記載し

ておりません。 

  

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報

  

  

 報告セグメント  調整額 

（注１） 

財務諸表計上

額（注２）土木部門 建築部門 不動産部門 計 

 売上高             

 外部顧客への売上高  2,682,566  1,796,206  110,000  4,588,772 －   4,588,772 

 セグメント間の内部売上

高又は振替額 
  －   －   －   － －    － 

 計   2,682,566   1,796,206   110,000   4,588,772 －    4,588,772 

 セグメント損失（△） 
  

  △45,364 

  

 △4,218 

  

 － 

  

  △49,582 －  

    

△49,582  

 セグメント資産   556,615     303,273   358,083   1,217,972 1,832,752    3,050,724

 その他の項目 

  減価償却費 

  有形固定資産及び無形

固定資産の増加  

  

    10,418 
  

   14,859 

      1,101

  

－  

  

  －  

  

 －  

  

11,520  

14,859  

   14,428 

   3,300 

  

      25,948

      18,159
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当事業年度（自 平成23年７月１日 至 平成24年６月30日） 

                                    （単位：千円） 

     （注）１.セグメント資産の調整額1,811,085千円は、当社の余資運用資金（現金預金及び有価証券）、土地、

投資有価証券等であります。  

２.セグメントの利益又は損失の金額の合計額は、損益計算書の営業利益と一致しております。 

 ３.報告セグメントごとの負債は、経営資源の配分の決定及び業績評価に使用していないため、記載し

ておりません。  

  

前事業年度（自 平成22年７月１日  至 平成23年６月30日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

  

   

  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

 本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の９０％を超えるため、記載を省略しております。 

   

  

(2）有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の９０％を超えるため、記

載を省略しております。 

   

  

３．主要な顧客ごとの情報  

  

  

  

  

 報告セグメント  調整額 

（注１） 

財務諸表計上額

（注２）  土木部門 建築部門 不動産部門 計 

 売上高             

 外部顧客への売上高  3,537,503  1,950,942  3,312  5,491,758  －  5,491,758

 セグメント間の内部

売上高又は振替額 
 －  －  －  －        －

 計  3,537,503  1,950,942  3,312  5,491,758  －  5,491,758

 セグメント利益又は

損失（△） 
 113,742  △34,293  △3,536  75,912  －  75,912

 セグメント資産  1,204,909  148,027  352,133  1,705,070  1,811,085  3,516,155

 その他の項目 

  減価償却費 

  有形固定資産及  

び無形固定資産の

増加  

  

 

  

 

  

12,029

55,724

 

  

 

  

999

－

 

  

 

  

－

－

 

  

 

  

13,028

55,724

 

 

  

16,407

11,553

 

 

  

29,435

67,277

ｂ．関連情報

  

  
土木部門 建築部門 不動産部門 計 

 売上高         

 外部顧客への売上高  2,682,566  1,796,206  110,000  4,588,772

 顧客の氏名又は名称  売上高（千円）  関連するセグメント

 滋賀県  940,476  土木部門 

 大鉄工業㈱  628,514  土木部門 
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当事業年度（自 平成23年７月１日  至 平成24年６月30日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

  

    

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

 本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の９０％を超えるため、記載を省略しております。 

    

(2）有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の９０％を超えるため、記

載を省略しております。 

    

３．主要な顧客ごとの情報  

  

  

前事業年度（自 平成22年７月１日  至 平成23年６月30日） 

 該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成23年７月１日  至 平成24年６月30日） 

 該当事項はありません。 

  

  

前事業年度（自 平成22年７月１日  至 平成23年６月30日） 

 該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成23年７月１日  至 平成24年６月30日） 

 該当事項はありません。 

  

  

前事業年度（自 平成22年７月１日  至 平成23年６月30日） 

 該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成23年７月１日  至 平成24年６月30日） 

 該当事項はありません。 

  

  

  
土木部門 建築部門 不動産部門 計 

 売上高         

 外部顧客への売上高  3,537,503  1,950,942  3,312  5,491,758

 顧客の氏名又は名称  売上高（千円）  関連するセグメント

 滋賀県  1,233,310  土木部門 

 大鉄工業㈱  489,008  土木部門 

ｃ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

ｄ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

ｅ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
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前事業年度（自平成22年７月１日 至平成23年６月30日） 

  該当事項はありません。 

  

当事業年度（自平成23年７月１日 至平成24年６月30日） 

  該当事項はありません。 

  

  

  

 （注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失であり、また潜在株式が存在

しないため記載しておりません。 

２．１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22年７月１日 
至 平成23年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成23年７月１日 
至 平成24年６月30日） 

１株当たり純資産額 円 銭 361 29 円79銭 367

１株当たり当期純利益（△純損失）金額 円 銭 △6 24 円46銭 11

  
前事業年度

(自 平成22年７月１日 
至 平成23年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成23年７月１日 
至 平成24年６月30日) 

当期純利益又は当期純損失（△） 

（千円） 
 △42,799  78,569

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） 
 △42,799  78,569

期中平均株式数（株）  6,858,577  6,857,868

（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   

       

②就任予定日  

平成24年９月27日 

  

(2）その他 

 該当事項はありません。 

  

５．その他

取締役 副社長  奥村 敏朗 （現 顧問）     
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