
平成21年3月期 第1四半期決算短信 
平成20年8月12日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 植木組 上場取引所 東 
コード番号 1867 URL http://www.uekigumi.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 植木 義明
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員経理部長 （氏名） 岡本 広幸 TEL 0257-23-2201

四半期報告書提出予定日 平成20年8月12日

1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第1四半期 6,325 ― △312 ― △313 ― △230 ―
20年3月期第1四半期 3,256 △19.9 △508 ― △496 ― △183 ―

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3月期第1四半期 △6.73 ―
20年3月期第1四半期 △5.35 ―

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3月期第1四半期 43,829 14,457 33.0 422.93
20年3月期 42,697 14,739 34.5 431.15

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  14,457百万円 20年3月期  14,739百万円

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3月期 ― ― ― 4.00 4.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 4.00 4.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結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

第2四半期連結累計期間 17,000 ― △250 ― △300 ― △270 ― △7.90
通期 48,000 20.1 830 △29.1 700 △40.1 330 280.9 9.65

4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び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、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) 四半期連結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（四半期連結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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】「４．その他」をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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、現時点における入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、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結果となる可能性があります。 
２．当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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3月期第1四半期  34,367,644株 20年3月期  34,367,644株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  184,391株 20年3月期  181,038株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  181,940株 20年3月期第1四半期  167,342株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期におけるわが国経済は、原油価格の高騰に加え、原材料価格の上昇によるコスト高により、企業収

益は悪化し、景気の減速感が強まりつつあります。

　このような経営環境のなか、当社グループは事業の一層の伸張を期して鋭意事業活動を展開してまいりました結

果、当第１四半期の業績は、売上高63億25百万円（前年同期比94.3％増）、経常損失3億13百万円（前年同期は経常

損失4億96百万円）となりました。しかし、棚卸資産の評価に関する会計基準の適用に伴い簿価切下げ額57百万円を

特別損失に計上したため、四半期純損失は2億30百万円（前年同期は四半期純損失1億83百万円）となりました。

　事業の種類別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、親会社における期初の繰越高が多かったため、売上高は54億60百万円（前年同期比

108.4％増）、営業損失は3億81百万円となりました。

 なお、当社グループの主たる事業であります建設事業におきましては、通常の営業形態として完成工事高が下半期、

特に第４四半期に偏るという季節的変動要因があります。

（不動産事業）

　不動産事業におきましては、分譲宅地の販売が増加したため、売上高は2億3百万円（前年同期比27.7％増）、営

業損失は47百万円となりました。

（その他の事業）

　その他の事業におきましては、アスファルト合材等の好調な販売が昨年から継続しており、売上高は6億61百万円

（前年同期比38.9％増）、営業利益は1億23百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期末の総資産は、438億29百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億32百万円増加いたしました。そ

の主な要因といたしましては、仕掛工事の進捗に伴い、未成工事支出金等が41億33百万円増加したことによりま

す。

　負債の部におきましては、前連結会計年度末より、14億14百万円増加し、293億72百万円となりました。その主な

要因といたしましては、総資産同様、仕掛工事の進捗により未成工事受入金が19億28百万円増加したことによるも

のであります。

　また、純資産の部は、前連結会計年度末より、2億82百万円減少し、144億57百万円となりました。その主な要因

といたしましては、四半期純損失2億30百万円と配当金の支払い1億36百万円により利益剰余金が3億66百万円減少し

たことによるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成20年５月15日に発表いたしました第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。

　なお、平成20年７月16日に公表いたしました「債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ」につき

ましては、全額を回収するよう努めておりますが、未だ流動的であります。業績の見通しに変更等が生じる場合に

は、速やかに開示いたします。

４．その他

（１）期中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）

　該当事項はありません。　

（２）簡便な会計処理及び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）

　税金費用については、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もり、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。
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（３）四半期連結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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）を適用して

　おります。また、四半期連結財務諸表は「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平

　成19年内閣府令第64号）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載

　しております。

②通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりました　

　が、当第１四半期連結会計期間より「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、主として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

　基づく簿価切下げの方法）により算定しております。これにより、税金等調整前四半期純損失が57百万円増加

　しております。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 2,388,474 4,475,399

受取手形・完成工事未収入金等 10,860,999 12,911,244

販売用不動産 1,430,497 1,503,731

商品 3,874 3,899

原材料 70,931 80,379

未成工事支出金等 9,796,623 5,662,716

その他 2,068,140 1,894,132

貸倒引当金 △41,336 △62,593

流動資産合計 26,578,205 26,468,910

固定資産   

有形固定資産   

土地 7,912,277 7,855,547

その他（純額） 5,137,355 4,291,298

有形固定資産計 13,049,632 12,146,846

無形固定資産 437,046 461,031

投資その他の資産   

その他 4,298,024 4,153,555

貸倒引当金 △533,094 △532,879

投資その他の資産計 3,764,929 3,620,675

固定資産合計 17,251,609 16,228,554

資産合計 43,829,815 42,697,465

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 11,335,194 11,043,810

短期借入金 6,591,536 6,539,536

未払法人税等 24,635 596,235

未成工事受入金 3,345,171 1,416,900

引当金   

賞与引当金 － 254,550

役員賞与引当金 － 8,368

完成工事補償引当金 63,899 22,056

工事損失引当金 122,216 119,673

訴訟損失引当金 429,903 429,903

その他 628,004 253,753

流動負債合計 22,540,561 20,684,789

固定負債   

社債 300,000 300,000

長期借入金 2,365,970 2,250,854

引当金   

退職給付引当金 2,037,938 2,023,017

役員退職慰労引当金 327,668 513,489

債務保証損失引当金 201,283 204,059

その他 1,599,263 1,981,722

固定負債合計 6,832,122 7,273,142

負債合計 29,372,684 27,957,932



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

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 4,321,935 4,688,795

自己株式 △39,045 △38,543

株主資本合計 14,957,974 15,325,336

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 110,448 25,487

土地再評価差額金 △611,292 △611,292

評価・換算差額等合計 △500,843 △585,804

純資産合計 14,457,130 14,739,532

負債純資産合計 43,829,815 42,697,465



（２）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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 6,325,585

売上原価 5,760,438

売上総利益 565,147

販売費及び一般管理費 877,583

営業損失（△） △312,436

営業外収益  

受取利息 2,815

受取配当金 15,376

その他 13,364

営業外収益合計 31,556

営業外費用  

支払利息 30,640

その他 2,115

営業外費用合計 32,756

経常損失（△） △313,635

特別利益  

前期損益修正益 29,611

固定資産売却益 855

その他 275

特別利益合計 30,742

特別損失  

前期損益修正損 578

固定資産除却損 1,079

販売用不動産評価損 57,247

その他 1,428

特別損失合計 60,335

税金等調整前四半期純損失（△） △343,228

法人税等 △113,114

四半期純損失（△） △230,113



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △343,228

減価償却費 117,286

のれん償却額 5,872

貸倒引当金の増減額（△は減少） △21,042

賞与引当金の増減額（△は減少） △254,550

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8,368

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 41,843

工事損失引当金の増減額（△は減少） 2,542

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,920

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △185,820

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △2,776

受取利息及び受取配当金 △18,192

支払利息 30,640

売上債権の増減額（△は増加） 2,050,245

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △4,133,907

たな卸資産の増減額（△は増加） 9,256

仕入債務の増減額（△は減少） 291,383

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,931,029

その他 427,507

小計 △45,358

利息及び配当金の受取額 18,192

利息の支払額 △31,054

法人税等の支払額 △587,522

営業活動によるキャッシュ・フロー △645,742

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △1,016,615

有形固定資産の売却による収入 1,577

投資有価証券の取得による支出 △22,565

貸付けによる支出 △440,000

貸付金の回収による収入 6,955

その他 △402

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,471,050

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 200,000

長期借入金の返済による支出 △32,884

自己株式の取得による支出 △502

配当金の支払額 △136,746

財務活動によるキャッシュ・フロー 29,867

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,086,925

現金及び現金同等物の期首残高 4,413,789

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,326,863



　当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

　　（５）事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（平成20年4月1日～平成20年6月30日）

建設事業

（千円）

不動産事業

（千円）

その他の事業

（千円）
計（千円）

消去又は全社

（千円）

連結

（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 5,460,503 203,317 661,763 6,325,585 － 6,325,585

(2）セグメント間の内部売上高又は
振替高

2,727 5,769 43,526 52,023 (52,023) －

計 5,463,231 209,086 705,290 6,377,609 (52,023) 6,325,585

営業利益（△は営業損失） △381,937 △47,966 123,640 △306,263 (6,172) △312,436

（６）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」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高  

完成工事高　 2,620

不動産事業売上高　 159

その他の事業売上高　 476

　売上高計 3,256

Ⅱ　売上原価  

完成工事原価 2,534

不動産事業売上原価　 116

その他の事業売上原価　 234

　売上原価計 2,885

売上総利益  

完成工事総利益 86

不動産事業総利益 42

その他の事業総利益 241

　売上総利益計 370

Ⅲ　販売費及び一般管理費 879

営業損失 △508

Ⅳ　営業外収益 33

Ⅴ　営業外費用 21

経常損失 △496

Ⅵ　特別利益 206

Ⅶ　特別損失 1

税金等調整前四半期純損失 △291

税金費用 △107

四半期純損失 △183

－ 1 －



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失 △291

売上債権の減少額 7,443

未成工事支出金等の増加額　 △3,838

仕入債務の減少額　 △3,392

未成工事受入金等の増加額 1,549

その他　 △63

小計 1,407

法人税等の支払額　 △105

その他　 △0

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,301

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出　 △30

有形固定資産の売却による収入 276

投資有価証券の取得による支出　 △17

投資有価証券の売却による収入　 39

その他　 △51

投資活動によるキャッシュ・フロー 216

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額 △3,000

長期借入金による収入　 200

長期借入金の返済による支出　 △222

配当金の支払額　 △136

その他　 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,160

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 △1,642

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 4,713

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 3,071
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