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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 ％

26年3月期第1四半期 7,337 15.2 10 ― 24 ― 24 ―
25年3月期第1四半期 6,370 39.3 △59 ― △45 ― △11 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 △33百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △130百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 0.75 ―
25年3月期第1四半期 △0.36 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 35,657 15,116 42.2
25年3月期 37,374 15,282 40.7
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  15,044百万円 25年3月期  15,207百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

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

25年3月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 4.00 4.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 15,000 △4.8 110 △61.0 90 △69.3 70 △57.2 2.11
通期 37,000 △2.1 680 △28.7 680 △29.7 400 △15.4 12.07

pc1597
植木ロゴ短信用



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結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Ｐ.3 「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項 （2） 四半期連結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。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 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 
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、金融商品取引法に基づく四
半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の
業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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） 26年3月期1Q 34,367,644 株 25年3月期 34,367,644 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 1,241,695 株 25年3月期 1,240,663 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 33,126,609 株 25年3月期1Q 33,130,535 株
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（１）連結経営成績に関する説明 

当第１四半期におけるわが国経済は、安倍内閣の大胆な金融緩和策が企業の景況感を徐々に押し上げ、個人消

費マインドも改善し、前向きな循環メカニズムが働き始め、景気は緩やかに回復してまいりました。 

 一方、当社グループの中核である建設産業においては、震災からの復旧・復興に向けた動きが本格化し、経済対

策の執行に伴い技能労働者や資機材の不足、価格高騰が被災地を中心に深刻化してきました。また、民間工事にお

いては、企業心理の改善が設備投資につながり、不動産業界の好調と相まって、投資に前向きな行動が見受けられ

てまいりました。このような経営環境の中、当社グループは、市場の変化に即して、鋭意事業活動を展開してまい

りました結果、特に建築部門の受注が多かったことにより、第１四半期の売上高は、73億37百万円（前期比15.2%

増）となりました。 

 損益面につきましては、受注及び売上高の増加と継続的な原価低減策により、経常利益は24百万円(前年同期は

経常損失45百万円)、四半期純利益は24百万円(前年同期は四半期純損失11百万円)となりました。 

  セグメントの業績は、次のとおりです。 

   （建設事業） 

  建設事業におきましては、施工の順調な進捗等により、売上高は62億96百万円（前年同期比14.3％増）とな 

 り、セグメント損失は71百万円（前年同期はセグメント損失1億2百万円）となりました。  

  なお、建設事業では、契約により工事の完成引渡しが第４四半期連結会計期間に集中しているため、第１四半

 期連結会計期間から第３四半期連結会計期間における完成工事高に比べ、第４四半期連結会計期間の完成工事高

 が著しく多くなるといった季節的変動があります。 

（不動産事業） 

    不動産事業におきましては、分譲住宅の販売増加等により、売上高は5億4百万円（前年同期比84.8％増）とな

 り、セグメント利益は32百万円（前年同期はセグメント損失17百万円）となりました。 

（建材製造販売事業） 

  建材製造販売事業におきましては、販売量の減少により、売上高は94百万円（前年同期比20.6％減）となり、

 セグメント利益は10百万円（前年同期比44.3％減）となりました。 

（その他） 

  その他の事業におきましては、ソフト開発事業の売上高の減少により、売上高は4億41百万円（前年同期比 

 6.2％減）となり、セグメント利益は48百万円（前年同期比3.0％減）となりました。  

   

（２）連結財政状態に関する説明 

   当第１四半期連結会計期間末の総資産は、受取手形・完成工事未収入金等の売掛債権の減少等により前連結会計

  年度末より17億16百万円減少し、356億57百万円となりました。 

   負債につきましては、短期借入金の減少等により、前連結会計年度末より15億49百万円減少し、205億41百万円  

    となりました。 

   純資産につきましては、配当金の支払等により、前連結会計年度末より1億66百万円減少し、151億16百万円とな

  りました。 

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 連結業績予想につきましては、平成25年５月15日の「平成25年３月期 決算短信」で公表いたしました第２四半

期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報



（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。 

   

（２）四半期連結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）  

  税金費用ついては、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果適用 

 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。なお、 

 法人税、住民税及び事業税と法人税等調整額を一括し「法人税等」として表示しております。   

   

（３）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。 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 4,710,735 4,282,310

受取手形・完成工事未収入金等 11,269,961 8,328,908

販売用不動産 457,295 401,200

商品 3,372 3,575

未成工事支出金等 3,479,908 5,179,959

材料貯蔵品 71,681 69,860

その他 1,105,276 881,208

貸倒引当金 △9,351 △7,158

流動資産合計 21,088,879 19,139,864

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 4,526,786 4,459,905

土地 7,894,189 7,894,189

その他（純額） 1,235,057 1,582,364

有形固定資産合計 13,656,033 13,936,459

無形固定資産 126,361 120,343

投資その他の資産   

その他 2,611,211 2,569,488

貸倒引当金 △108,446 △108,446

投資その他の資産合計 2,502,765 2,461,042

固定資産合計 16,285,160 16,517,845

資産合計 37,374,040 35,657,709



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 7,858,996 7,636,279

短期借入金 5,535,476 3,935,476

未払法人税等 406,275 50,837

未成工事受入金 1,315,671 2,581,972

引当金   

賞与引当金 412,656 119,871

役員賞与引当金 15,992 －

完成工事補償引当金 39,972 42,096

工事損失引当金 58,608 14,830

その他 719,056 613,794

流動負債合計 16,362,705 14,995,158

固定負債   

長期借入金 1,348,414 1,266,620

引当金   

退職給付引当金 1,973,513 1,920,903

役員退職慰労引当金 416,723 410,273

債務保証損失引当金 186,415 181,098

資産除去債務 8,630 8,658

その他 1,794,930 1,758,629

固定負債合計 5,728,627 5,546,182

負債合計 22,091,333 20,541,341

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,315,671 5,315,671

資本剰余金 5,359,413 5,359,413

利益剰余金 4,833,581 4,725,953

自己株式 △156,810 △156,998

株主資本合計 15,351,855 15,244,038

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 158,935 103,678

土地再評価差額金 △303,583 △303,583

その他の包括利益累計額合計 △144,648 △199,905

少数株主持分 75,500 72,234

純資産合計 15,282,707 15,116,368

負債純資産合計 37,374,040 35,657,709



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 6,370,125 7,337,177

売上原価 5,650,628 6,552,950

売上総利益 719,496 784,227

販売費及び一般管理費 779,363 774,180

営業利益又は営業損失（△） △59,866 10,046

営業外収益   

受取利息 322 315

受取配当金 14,155 17,193

受取手数料 1,900 3,700

その他 16,014 8,213

営業外収益合計 32,392 29,421

営業外費用   

支払利息 17,986 14,145

その他 △2 579

営業外費用合計 17,983 14,725

経常利益又は経常損失（△） △45,457 24,742

特別利益   

固定資産売却益 － 2,302

投資有価証券売却益 800 6,176

債務保証損失引当金戻入額 5,317 －

特別利益合計 6,118 8,478

特別損失   

固定資産除却損 6 23

投資有価証券評価損 5,394 1,199

その他 0 －

特別損失合計 5,401 1,223

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△44,740 31,998

法人税等 △29,197 10,383

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△15,542 21,614

少数株主損失（△） △3,710 △3,265

四半期純利益又は四半期純損失（△） △11,832 24,879



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△15,542 21,614

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △115,310 △55,256

その他の包括利益合計 △115,310 △55,256

四半期包括利益 △130,852 △33,642

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △127,142 △30,376

少数株主に係る四半期包括利益 △3,710 △3,265



   該当事項はありません。 

  

   該当事項はありません。  

  

（報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報） 

前第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６月30日）          （単位：千円）

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソフトウェアの開発及び販

売、有料老人ホームの運営、ゴルフ場の運営事業、産業廃棄物処理施設の賃貸事業等を含んでおります。 

２．セグメント利益又はセグメント損失の調整額△7,395千円は、セグメント間取引消去であります。 

３．セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

  

  当第１四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年６月30日）          （単位：千円)  

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソフトウェアの開発及び販

売、有料老人ホームの運営、ゴルフ場の運営事業、産業廃棄物処理施設の賃貸事業等を含んでおります。 

２．セグメント利益又はセグメント損失の調整額△9,912千円は、セグメント間取引消去であります。 

３．セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

  

  

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

  

報告セグメント 
その他 
（注）１ 

合計 
調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３ 

建設事業 
不動産事

業 
建材製造販
売事業 

計 

売上高               

外部顧客への

売上高 
5,507,763  272,965 118,536 5,899,265 470,859  6,370,125 － 6,370,125

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

111,749  20,091 1,638 133,479 30,041  163,521  △163,521 －

計 5,619,512  293,057 120,175 6,032,745 500,901  6,533,646  △163,521 6,370,125

セグメント利益

又はセグメント

損失(△) 

△102,546  △17,633 18,187 △101,991 49,521  △52,470  △7,395 △59,866

  

報告セグメント 
その他 
（注）１ 

合計 
調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３ 

建設事業 
不動産事

業 
建材製造販
売事業 

計 

売上高               

外部顧客への

売上高 
6,296,943  504,319 94,167 6,895,429 441,748  7,337,177 － 7,337,177

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

516,025  20,608 1,647 538,281 31,523  569,804  △569,804 －

計 6,812,968  524,927 95,814 7,433,710 473,271  7,906,982  △569,804 7,337,177

セグメント利益

又はセグメント

損失(△) 

△71,140  32,941 10,133 △28,065 48,024  19,959  △9,912 10,046



 ① 連結受注実績                                    （単位：千円） 

  

 ② 連結売上実績                                    （単位：千円） 

  

 ③ 提出会社単独の建設事業受注高、売上高及び繰越高の状況               （単位：百万円） 

  

４．補足情報

           

  

 セグメントの名称  

前第１四半期連結累計期間 

（自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 

（自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日） 

 建設事業 6,493,764  11,207,471  33,138,970

 不動産事業 272,965  504,319  1,196,273

 建材製造販売事業 118,536  94,167  562,468

  報告セグメント計 6,885,266  11,805,957  34,897,712

 その他 423,016  624,345  2,008,621

 合計 7,308,283  12,430,303  36,906,333

           

  

 セグメントの名称  

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日） 

 建設事業 5,507,763  6,296,943  33,959,894

 不動産事業 272,965  504,319  1,196,273

 建材製造販売事業 118,536  94,167  562,468

  報告セグメント計 5,899,265  6,895,429  35,718,635

 その他 470,859  441,748  2,059,266

 合計 6,370,125  7,337,177  37,777,902

  
前第１四半期累計期間 

（Ｈ24.4.1～Ｈ24.6.30)  

 当第１四半期累計期間 

（Ｈ25.4.1～Ｈ25.6.30)  
増減 

  

  
官公庁 民間 計(A) 

構成比 

(%) 
官公庁 民間 計(B) 

構成比 

(%)  

金額 

(B-A)

率 

(%) 

受 

  

注 

  

高 

土木 728 1,249 1,977 33.8 1,818 1,618 3,437 32.4 1,459 73.8

建築 830 3,043 3,873 66.2 1,321 5,865 7,186 67.6 3,312 85.5

計 1,558 4,292 5,851 100.0 3,139 7,484 10,624 100.0 4,772 81.6

構成比(%) 26.6 73.4 100.0 29.6 70.4 100.0

売 

  

上 

  

高 

土木 1,202 969 2,172 40.5 1,916 838 2,754 41.5 582 26.8

建築 320 2,870 3,190 59.5 493 3,390 3,883 58.5 692 21.7

計 1,523 3,839 5,363 100.0 2,409 4,228 6,638 100.0 1,274 23.8

構成比(%) 28.4 71.6 100.0 36.3 63.7 100.0

繰 

  

越 

  

高 

土木 7,531 4,163 11,694 63.0 8,030 3,650 11,680 55.8 △14 △0.1

建築 1,724 5,156 6,881 37.0 2,321 6,938 9,259 44.2 2,378 34.6

計 9,255 9,320 18,575 100.0 10,351 10,588 20,939 100.0 2,364 12.7

構成比(%) 49.8 50.2 100.0 49.4 50.6 100.0
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