
 
 

平成18年３月期   決算短信（連結） 平成18年５月23日 

会 社 名 鉱研工業株式会社                 上場取引所    ＪＡＳＤＡＱ 

コ ー ド 番 号  ６２９７                     本社所在都道府県 東京都 

（ＵＲＬ http://www.koken-boring.co.jp） 

代  表  者   役  職  名 代表取締役社長 

          氏    名 末永 幸紘 

問い合わせ先  責任者役職名 執行役員 管理本部長 

          氏    名 大谷 幸彦            ＴＥＬ（０３）３３６６―３１１１ 

決算取締役会開催日  平成18年５月23日 

親会社等の名称 日立建機株式会社（コード番号：６３０５）     親会社等における当社の議決権所有比率25.7％ 

米国会計基準採用の有無   無 
 
１．18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日） 

(1) 連結経営成績    （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売上高 営業利益 経常利益 

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円   ％ 
7,232（  0.8） 
7,173（△5.3） 

百万円   ％ 
429（ ― ） 

△219（ ― ） 

百万円   ％ 
249（ ― ） 

△435（ ― ） 
 

 当期純利益 
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 

株主資本 
当期純利益率 

総 資 本 
経常利益率 

売 上 高 
経常利益率 

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円   ％ 
△2,556（  ― ） 
△654（ ― ） 

円  銭 
△367  87 
△98  16 

円  銭 
― 
―   

％ 
△168.2 
△22.7 

％ 
2.4 

△3.4 

％ 
3.4 

△6.1 

(注)①持分法投資損益      18年３月期     ― 百万円   17年３月期     ― 百万円 

②期中平均株式数（連結）  18年３月期   6,950,777株     17年３月期    6,668,518株 

③会計処理の方法の変更    有 

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
 
(2) 連結財政状態    （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円 
7,954 
12,591 

百万円 
493 

2,547 

％ 
6.2 
20.2 

円   銭 
55   00 
382      05 

(注)期末発行済株式数（連結）  18年３月期 8,967,687株     17年３月期  6,668,316株 
 
(3) 連結キャッシュ･フローの状況   （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 
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 

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円 
301 
33 

百万円 
1,057 
301 

百万円 
△1,588 

3 

百万円 
703 
930 

 
(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数   ５社   持分法適用非連結子会社数  ― 社   持分法適用関連会社数  ― 社 
 
(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)  ― 社   (除外) ― 社      持分法 (新規)  ― 社   (除外) ― 社 
 
２．19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 
中間期 
通  期 

百万円 
3,000 
7,300 

百万円 
△50 
250 

百万円 
40 
330 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  36円 80銭 
  
※上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因に

よって予想数値と異なる可能性があります。 
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１.企業集団の状況 

事業の内容 

当企業集団は、当社、子会社６社から構成され、ボーリング機器とその関連機器の製造販売及び独自工法による工事施

工を内容とした事業活動を展開しております。 

また、当社は当連結会計年度において第三者割当増資を実行したことにより、日立建機㈱が親会社等となっております。 

当社グループの事業における位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。 

なお、事業の種類別セグメントと同一の区分であります。 
 

（ボーリング機器関連事業） 

当社、連結子会社ボーリング・テクノサービス㈱、明昭(㈱、ジャパン・ホームウォーターシステム㈱及び KOKEN 

ENGINEERING(M)SDN BHD.（マレーシア現地法人）がボーリング機器関連事業を営んでおり、以下を中心とする製品の製

造・販売・レンタル・メンテナンス等を行っております。 

主要な事業は、ボーリングマシン、ポンプ、その他機械本体、部品の製造及びボーリング機器のレンタル、メンテナン

ス、ホームウォーターシステム関連事業等であります。 
 

（工事施工関連事業） 

当社及び連結子会社構造工事㈱が工事施工関連事業を営んでおり、以下を中心とする工事等を行っております。 

主要な工事等は、建設コンサルタント、地質調査工事、土木・地すべり工事、建築基礎工事、さく井工事、温泉工事、

土壌汚染改良工事、アンカー工事等であります。 

なお、事業の系統図は次のとおりであります。 

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
供
給

工
　
事
　
施
　
工

※１  子会社１社は重要性が乏しく､かつ支配関係が一時的であると認められるため連結の範囲から除いております。
　    また､持分法非適用であるため､上図より省略しております。

　２　前連結会計年度まで重要性が無く持分法非適用のため上図より省略していた関連会社１社は、当連結会計年度において全ての株式を売
　　　却したため、関連会社ではなくなっております。

製
品
･
商
品
の
供
給

得　　　意　　　先　　　　等

〔 提 出 会 社 〕 鉱 研 工 業 ㈱

ボーリング機器関連事業

(連結子会社)
ボーリング・テクノサービス㈱

ボーリング機器関連の

メンテナンス

(連結子会社)
ジャパン･ホームウォーターシステム
㈱

水井戸機器の販売

製
品
･
商
品
の
供
給

(連結子会社)

　　明　　昭　㈱

製
品
･
商
品
の
供
給

製
品
･
商
品
の
供
給

   (連結子会社)

　　KOKEN ENGINEERING

    (M) SDN.BHD.

ボーリング機器製造･販売

製
品
･
商
品
の
供
給

工
事
施
工

工事施工

(連結子会社)

構　造　工　事　㈱

工 事 施 工

ボーリング機器製造･販売･レンタル等

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
供
給

ボーリング機器製造･販売

工事施工関連事業

〔親会社等〕日 立 建 機 ㈱（建設機械の製造・販売・サービス・レンタル事業）
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２.経営方針 
 

（１）経営の基本方針 

当社は、創業以来一貫して地下に係わる資源開発・建設を通じて社会のインフラ整備に貢献してまいりました。活動範

囲も国内のみにとどまらず、海外においてもアフリカ各地をはじめとして、砂漠化と水不足に苦しむ人々を救済するため

の水井戸開発事業や、地下開発事業などに、ボーリングという業務を通じて取り組んでまいりました。 

 当社は社是を「前進」（MOVING AHEAD）と掲げ、常に新しい技術開発にチャレンジしており、時代時代のニーズを先取

りした新製品及び新工法、新事業の展開を積極的に推進し、地下に係るトータルソリューションを提供してまいります。 

 

（２）利益配分に関する基本方針 

当社は、株主各位に対し収益に対応して利益を還元することを、経営上の重要事項と認識しております。当社は、安定

した配当を継続するためには、内部留保の拡充により経営基盤と財務体質を強化し、収益を確保することが不可欠と考え

ており、株主配当と内部留保のバランスに配慮しつつ適正な利益配分を行なう方針です。 

 

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社は、個人投資家の株式市場への参入を容易にし、株式の流動性を高めるために、投資単位の引下げは経営上の重要

課題であると認識しております。これを実現するため、当社は平成６年６月29日より単元株式数を1,000株から100株に変

更しております。 

当社の期末時点の投資単位金額は、投資単位引下げのガイドライン「50万円以上」を下回っており、現在のところ更な

る投資単位引下げは考えておりませんが、今後も株価の動向を勘案しつつ、検討してまいります。 

 

（４）目標とする経営指標 

当社は、当連結会計年度から①事業の選択と集中、②利益構造の抜本改革による収益性の改善を基本方針とする「中期

経営計画」（平成17～19年度）を開始し、収益力の強化に邁進しております。計画の最終年度である平成19年度において

は、売上高6,463百万円、経常利益202百万円を目標としております。 

 

（５）経営戦略 

当社は「技術の鉱研」をスローガンとし、健康、安全（セキュリティー）、環境をキーワードにして以下のテーマに取

り組んでおります。 

 

A.温泉掘さく事業 

 当社は長年にわたる地下探査技術を集積させ、温泉調査から掘さく及び給湯設備管理システム施工、そしてメンテナン

スまで一貫した事業を展開しております。特に近年は健康志向の高まりと余暇の多様化に対応し次々と企画される都市型

温泉開発プロジェクトの取り込みに注力しており、東京都内に限らず全国的に受注が拡大しております。 

 

B.地下水活用事業 

 デフレの昨今にありながら、水道料金のみ値上げ傾向が続いております。当社では深層・水井戸掘さくにより安全な生

活用水（浄水装置付）を提供する事業を展開中です。スポーツジムや病院、スーパーマーケット、温浴施設、ホテル、食

品加工工場等の大口需要先の経費削減ニーズに応えて地下水を安価で供給いたしております。更に、災害時のライフライ

ン確保の観点から、非常用の対策としても着目されてきております。 

C.大深度集水井戸構想 

 ダム建設については、環境問題、用地買収をはじめ住民移転、付替え道路建設等に長い年月と莫大な費用を要します。

アメリカでは既にダム建設は禁止されております。欧州においてもドイツ、スイス等の国々では上水道の水源の80％以上

を地下水が占めております。当社では、「脱ダム」の具体的な手法として大深度大容量の集水井戸の設置を提案し、上水・

工業用水等の水不足に悩む地方公共団体で当社施工井戸が威力を発揮しており、関連のニーズが拡大しております。  

 

D.土壌・地下水汚染対策 

 当社は、①土壌・地下水汚染把握調査用機器及び改善工法用機器の開発、②環境大臣が指定する特定調査機関としての

汚染調査、③汚染地下水浄化などの対策工事、の三つのソリューションに取り組んでおります。一般に汚染調査費用は高

いと認識されておりますが、当社では表層汚染調査ボーリングコストを従来に比べ30％から50％低減するシンプルな土壌

汚染調査システムを開発しました。当システムは、女性でも簡単に操作できる超小型軽量の画期的な掘さくシステムであ

るポータブルドリル02型、通称「ねこドリル」と、掘さくせずに地下の揮発性化学物質を調査できる簡易型地下汚染測定

器「グラウンドエア・システム」（GAS）により構成されております。グラウンドエア・システムは、千葉県君津市と共

同で開発したもので、利用者協会を設立し、現在大手ゼネコン、コンサルタント会社をはじめ100社を超える会員を得て

おり、同協会を中心に当システムの販売促進に注力しております。また、固い地盤でも地下20mまで掘り進められるサン
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プル採取機「ソニックドリル15」を開発し、汚染調査関連機器の充実を図っております。これに加えて、安価でコンパク

トな画期的汚染地下水浄化システム「シャワークリーニングシステム」もあわせて販売いたしております。 

 

E.大深度地下開発関連事業 

 今、大深度地下（地下40ｍ以深）における都市高速道路などの建設計画が注目されておりますが、当社は、換気や緊急

避難のための「バーチカルアクセス」（大深度地下と地上との連絡手段）の重要性に着目しております。限られた地上・

地下スペースでの工事には30余年の実績を持つ当社独自の「ビッグマン・レイズボーリング工法」を活用した垂直立坑が

極めて有効な手段と考えております。同工法は安全で採算性に優れており、今後この分野での需要が期待されます。 

 

F.海外における事業展開 

 当社は、創業以来、全世界で鉱物資源やエネルギー資源の探査ボーリングに多数携わってまいりましたが、更に近年は

ODA案件を中心にアフリカ、中南米、アジア等における地下水開発事業を展開しております。また、海外への製品販売に

つきましては、中国、東南アジア、トルコ、ロシア等における市場を開拓し、民間ベースの売上拡大を図ることで広く海

外市場での販路確保のための事業展開を図っております。 

 

（６）対処すべき課題 

当社グループでは、中期経営計画に基づき、事業の選択と集中を実施し、損益分岐点の引き下げを図ることにより、売

上高の伸びに依存することなく、確実に利益の出せる体質に転換することを目標としてまいります。当社グループの製

品・工事の大半を占めておりました公共工事の予算が減少トレンドにある現状に鑑みますと、公共工事依存から脱却し民

間企業を対象とする新規事業を強化することが、今後の経営基盤の確立にとって不可欠と認識しております。当社は、脱

公共事業を旗印に健康、安全、環境をテーマとする新規事業の拡大に注力しておりますが、その軸足は当社創業以来のボ

ーリング、地下開発を主体としたものであり、時代のニーズに対応したトータルソリューション事業を展開してまいりま

す。 

 ボーリング機器関連事業部門につきましては、売上高の減少に歯止めを掛けるべく、顧客のニーズに対応した製品開発、

販売活動を進めるとともに、製品一つ一つについて原価低減を図ることで価格競争力の向上に努力いたします。海外販売

につきましては、中国、東南アジア、トルコ、ロシア等において代理店網を構築してきており、民間ベースの売上を拡大

することで、販売のマーケットエリアを海外に広く展開してまいります。 

 工事施工関連事業部門につきましては、脱公共工事を目指して、引き続き温泉開発事業、地下水活用事業及び環境事業

を三本柱として、売上高の増加に結びつける方針であります。既存の工事につきましては、大口径の立坑掘削を行なうビ

ッグマン・レイズボーリング、トンネル工事の調査ボーリング、アンカー工事等当社グループの得意とする分野に注力し

て受注活動に取り組んでまいります。また、受注管理、工程管理、原価管理を推し進めることで、原価率の低減に努め、

利益拡大を図ってまいります。 

 当社グループは、最終損益を黒字化することが喫緊の経営課題であると認識し、中期経営計画に沿って早急な業績の回

復を図ることで、皆様のご期待に応える所存であります。 

 

（７）親会社等に関する事項 

（ａ） 親会社等の商号等 

（平成18年３月31日現在） 

親会社等 当社の属性 
親会社等の議決権所有割合 

（％） 

親会社等が発行する株券が 

上場されている証券取引所等 

日立建機株式会社 
日立建機株式会社の 

関連会社 
25.7 

株式会社東京証券取引所 

市場第一部及び 

株式会社大阪証券取引所 

市場第一部 

 

（ｂ） 親会社等の企業グループにおける当社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資本的関係 

① 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け 

当社は、日立建機株㈱の関連会社であり、同社は当社の議決権の25.7％を所有しております。 

② 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク・メリット及び当社の経営・事業活動への影響

等と、親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方及び独立性の確保の状況 

当社は、日立建機㈱グループに属したことに伴い、同社の環境事業、商品開発部門等との間で協力関係を強化す

ることを合意しております。また、開発等に関する技術協力、営業面における販売支援等の分野において、今後相

乗効果が見込まれるものと考えております。 

同グループからは、１名が当社の取締役を兼任しておりますが、これは同社との関係を強固にし、また、客観的

な視点による当社経営への支援を目的として就任したものであり、独自の経営判断に支障はありません。 
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当社は、同グループと緊密な協力関係を保ちながら事業を展開する方針でありますが、当社の事業活動における

制約はなく、また兼任取締役の状況は独自の経営判断を妨げるものではないことから、親会社等から一定の独立性

が確保されている状況にあるものと認識しております。 

 

（役員の兼務状況） 

会社における地位 氏名 親会社等そのグループ企業での役職 就任理由 

取締役 澤田 弘 
日立建機ロジテック株式会社 

常務取締役経理部長 

当社経営への支援を目的と

して、当社から就任を要請 

※1.当社の取締役４名、監査役３名のうち、親会社等との兼務役員は以上の１名であります。 

2.親会社等からの出向者の受入れはありません。 

 

（８）内部管理体制の整備・運用状況 

平成18年6月に開示予定のコーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え方及

びその整備の状況」に記載される事項と内容が重複しますので、記載を省略しております。 
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３.経営成績及び財政状態 
 

（１）経営成績 

当連結会計年度における我が国経済は、好調な企業収益を背景として、設備投資の増加、所得･雇用環境の改善による

個人消費の持ち直しなど民間需要に支えられ、概ね回復基調で推移いたしました。しかしながら、回復の動きは企業規模

や業種等で格差がみられ、当社グループの主要顧客である建設業界は、公共工事減少の影響により、中小企業を中心に依

然として厳しい景況が続いています。 

このような状況にあって当社グループは、昨年７月に策定した中期経営計画に基づき、事業の選択と集中、利益構造の

抜本改革による収益性の改善に邁進してまいりました。 

当連結会計年度は、ボーリング機器関連事業において機械更新需要の捕捉、補用品、ツールス類の販売に注力し、工事

施工関連事業においてはゼネコン等に対する営業の強化を図り、受注拡大に努めた結果、売上高は前連結会計年度比0.8％

増加し7,232百万円となりました。 

損益につきましては、収益力の向上を目指し、製品価格の改定および製造原価の低減、工事の原価管理・工程管理の強

化を推進した結果、売上総利益率は前連結会計年度比5.5ポイント改善し、売上総利益は1,808百万円と前連結会計年度比

29.1％増加しました。また、経費を全面的に見直し、人件費を中心に削減を図ったことから、販売費及び一般管理費は1,378

百万円（前連結会計年度比14.9％減）となり、営業利益429百万円（前連結会計年度は、219百万円の損失）、経常利益249

百万円（前連結会計年度は、435百万円の損失）を計上しました。 

しかしながら、当連結会計年度においては、減損会計の適用に伴い1,954百万円の減損損失を計上したことに加え、中

期経営計画の達成を確実なものとするために、事業・業務全般に亘るリストラクチャリングを実施し、財務体質の抜本的

処理を行ったことから、特別損失として2,997百万円を計上し、当期純損失は2,556百万円（前連結会計年度は、654百万

円の損失）となりました。 

 

事業のセグメント別の状況 

事業のセグメント別の状況は次のとおりであります。 

① ボーリング機器関連事業 

ボーリング機器関連事業につきましては、当社グループの主要顧客である中小建設業界を取り巻く環境は依然とし

て厳しく、製品需要に盛り上がりを欠く状況となっております。こうした中、国内販売においては、機械本体の更新

需要捕捉、補用品、ツールス類の販売に注力するとともに、顧客との取引深耕による売上拡大に努力し、海外販売に

おいては、従来のＯＤＡ案件に加え、トルコ向けをはじめとする民間ベースの売上拡大を推し進めましたが、売上高

は前連結会計年度比13.0％減の3,630百万円となりました。 

損益面では、コストダウンの実現、販売価格の改定、維持に注力した結果、営業利益として53百万円（前連結会計年

度は、100百万円の損失）を計上しました。 

 

② 工事施工関連事業 

工事施工関連事業につきましては、公共工事減少による厳しい受注環境が続くなか、ゼネコン等への営業強化を図

り、受注拡大に注力しました。加えて、前連結会計年度に受注した大型ＯＤＡ案件等の完工による海外工事の完成工

事高844百万円が寄与し、完成工事高は前連結会計年度比20.0％増の3,602百万円となりました。当連結会計年度も引

き続き新規事業である温泉開発事業、地下水活用事業、環境事業に注力いたしましたが、前年度末の受注残が少なか

ったことに加え、選別受注を進めた結果、これら３事業の完成工事高は818百万円と前連結会計年度比28.7％の減少と

なりました。 

損益面では、受注管理、工程管理、原価管理に注力し、受注案件について確実に利益を出せる体制作りを推進した

結果、営業利益376百万円（前連結会計年度は、119百万円の損失）を計上しました。 

 

（２）財政状態 

① 資産、負債及び資本の状況 

（資産の部） 

 当連結会計年度末の資産の部合計は、7,954百万円（前連結会計年度末比36.8％減）となりました。 

 流動資産は、売上債権の回収に努めるとともに、在庫処分を実施した結果、受取手形及び売掛金、たな卸資産がそ

れぞれ前年度末に比べ534百万円、403百万円減少したことに加え、借入金の返済等により現金及び預金が730百万

円減少したことなどから、5,078百万円（前連結会計年度末比26.1％減）となりました。 

 固定資産は、減損会計の適用に伴う減損の実施、建物及び構築物の減価償却、投資有価証券の売却により、2,876

百万円（前連結会計年度末比 49.7％減）となりました。また、破産更生債権等は、主に貸倒引当金の目的使用によ

り、501百万円減少しました。 
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（負債の部） 

 当連結会計年度末の負債の部合計は、7,425百万円（前連結会計年度末比25.6％減）となりました。 

 これは主に借入金の返済によるもので、短期借入金（一年以内返済予定長期借入金を含む）は、前連結会計年度末

から1,398百万円減少しました。また、固定負債は、シンジケート・ローン等により長期借入金を900百万円調達し

ましたが、一年以内返済予定長期借入金の流動負債への振替え及び返済により、2,658百万円（前連結会計年度末比

20.1％減）となりました。 

（資本の部） 

 当連結会計年度末の資本の部合計は、平成18年２月15日に日立建機株式会社を割当先とする新株式発行499百万

円を実施しましたが、当期純損失として2,556百万円を計上したことにより、493百万円（前連結会計年度末比80.6％

減）となり、株主資本比率は6.2％（対前連結会計年度末比14.0ポイント減）となりました。 

② キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比226百万円減少し、703百万

円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、301百万円（前連結会計年度比267百万円増）となりました。主な内訳は、

税金等調整前当期純損失2,624百万円、減損損失額1,954百万円、事業再編損失額503百万円、役員退職慰労引当金

繰入額282百万円、売上債権の減少額710百万円等であります。 

（投資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・フローは、定期預金の払戻し、有形・無形固定資産の売却、投資有価証券の売却、保

険積立金の解約による収入などにより、1,057百万円（前連結会計年度比756百万円増）となりました。 

（財務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・フローは、△1,588百万円（前連結会計年度は３百万円）となりました。当連結会計

年度は、株式の発行により494百万円の調達を行いました。長期借入金は、シンジケート・ローン等により900百万

円の調達を行った一方、約定弁済 1,758 百万円を実施しました。短期借入金は、2,020 百万円の調達に対し、3,244

百万円の返済を実行いたしました。 

 

（３）通期の見通し 

今後の我が国経済は、原油価格の高騰、為替相場の動向等の懸念材料はあるものの、好調な企業収益を背景に景気回復

が持続するものとみられます。一方、当社グループの主要顧客である建設業界は、公共工事の減少トレンドの継続、競争

の激化から、引き続き厳しい経営環境が続くものと思われます。 

 当社グループでは、中期経営計画に基づき、事業の選択と集中を実施し、損益分岐点の引き下げを図ることにより、売

上高の伸びに依存することなく、確実に利益の出せる体質に転換することを目標としてまいります。 

 通期の業績見通しにつきましては、連結売上高7,300百万円（前連結会計年度比0.9％増）、連結経常利益250百万円（前

連結会計年度比1百万円増）、連結当期純利益330百万円（前連結会計年度は2,556百万円の損失）を見込んでおります。 

 

（４）事業等のリスク 

当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性のあるリスクには、以下のようなものがあります。なお、本記

載は必ずしも将来発生しうるすべてのリスクを網羅したものではありません。 

① 公共工事の影響 

当社グループの製品・工事の最終需要には公共工事に関連するものが高いウエイトを占めております。公共工事関

連予算は減少トレンドにあり、当社グループの業績に間接的に影響を与える可能性があります。 

② 取引先の信用リスク 

当社グループの取引先は建設関連業種であり、建設市場全体が縮小傾向を続けるなか、厳しい経営環境が続いてい

ます。当社では、取引に際して与信管理、債権管理を徹底し、信用リスクの軽減に努めておりますが、取引先が信用

不安に陥った場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

③ 季節変動 

当社グループの製品・工事の最終需要は公共工事関連が高いウエイトを占めており、売上は第３四半期以降に集中

する傾向があるため、経営成績は中間期と第３四半期以降で大きく変動する可能性があります。 
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４.連結財務諸表等 

連結財務諸表 

④ 連結貸借対照表 

  前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
 (平成18年３月31日) 

増減 

区分 
注記 
番号 金額（千円） 

構成比 
（％） 金額（千円） 

構成比 
（％） 

金額 

（千円） 

(資産の部)         

Ⅰ 流動資産         

１ 現金及び預金 ※３  1,528,827   798,024  △730,803 

２ 受取手形及び売掛金 ※３  1,699,913   1,165,819  △534,093 

３ 完成工事未収入金   761,598   876,679  115,080 

４ たな卸資産   2,573,516   2,169,729  △403,787 

５ 繰延税金資産   148,103   789  △147,314 

６ その他   194,065   92,574  △101,490 

貸倒引当金   △31,519   △25,381  6,137 

流動資産合計   6,874,505 54.6  5,078,235 63.8 △1,796,270 

Ⅱ 固定資産         

１ 有形固定資産         

(1) 建物及び構築物 ※３ 3,178,120   2,373,062    

  減価償却累計額  1,957,761 1,220,359  1,808,487 564,574  △655,784 

（2）機械装置及び運搬具 ※３ 612,574   531,919    

  減価償却累計額  535,802 76,772  489,523 42,396  △34,375 

(3) 土地 
※２、
 ３ 

 3,452,069   1,825,378  △1,626,690 

(4) その他  1,401,560   1,291,405    

  減価償却累計額  1,181,394 220,166  1,093,381 198,023  △22,142 

有形固定資産合計   4,969,366 39.5  2,630,372 33.1 △2,338,993 

２ 無形固定資産   29,536 0.2  26,751 0.3 △2,785 

３ 投資その他の資産         

(1) 投資有価証券 ※１  82,373   32,406  △49,967 

(2) 長期固定化債権   304,848   398,390  93,541 

(3) 破産更生債権等   929,251   427,839  △501,411 

(4) その他   301,067   112,238  △188,828 

貸倒引当金   △899,022   △751,254  147,767 

投資その他の資産合計   718,518 5.7  219,620 2.8 △498,897 

固定資産合計   5,717,421 45.4  2,876,745 36.2 △2,840,676 

資産合計   12,591,926 100.0  7,954,980 100.0 △4,636,946 

        

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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前連結会計年度 

(平成17年３月31日) 
当連結会計年度 

 (平成18年３月31日) 
増減 

区分 
注記 
番号 金額（千円） 

構成比 
（％） 金額（千円） 

構成比 
（％） 

金額 
（千円） 

(負債の部)         

Ⅰ 流動負債         

１ 支払手形及び買掛金   1,730,255   1,232,284  △497,970 

２ 工事未払金   128,867   141,556  12,689 

３ 短期借入金 ※３  2,642,500   1,417,580  △1,224,920 

４ 一年以内返済予定長期 
借入金 

※３、 
 ６ 

 1,674,104   1,500,878  △173,226 

５ 未払法人税等   39,975   25,304  △14,671 

６ 賞与引当金   1,276   1,997  721 

７ 繰延税金負債   ―   805  805 

８ その他   432,931   446,125  13,193 

流動負債合計   6,649,909 52.8  4,766,531 59.9 △1,883,378 

Ⅱ 固定負債         

１ 長期借入金 
※３、 
 ６ 

 2,041,741   1,356,807  △684,934 

２ 繰延税金負債   4,279   3,183  △1,096 

３ 再評価に係る繰延税金 
負債 

※２  404,647   203,573  △201,073 

４ 退職給付引当金   861,157   808,762  △52,394 

５ 役員退職慰労引当金   ―   282,050  282,050 

６ その他   15,734   4,339  △11,394 

固定負債合計   3,327,559 26.4  2,658,716 33.4 △668,842 

負債合計   9,977,469 79.2  7,425,248 93.3 △2,552,221 

(少数株主持分)         

少数株主持分   66,838 0.6  36,549 0.5 △30,289 

(資本の部)         

Ⅰ 資本金   1,595,597 12.6  1,846,297 23.2 250,700 

Ⅱ 資本剰余金   1,439,545 11.4  1,687,945 21.2 248,400 

Ⅲ 利益剰余金   △658,303 △5.2  △3,163,741 △39.8 △2,505,438 

Ⅳ 土地再評価差額金 ※２  173,985 1.4  122,459 1.5 △51,526 

Ⅴ その他有価証券評価差額金   3,014 0.0  4,253 0.1 1,239 

Ⅵ 為替換算調整勘定   △5,372 △0.0  △2,941 △0.0 2,431 

Ⅶ 自己株式   △849 △0.0  △1,090 △0.0 △240 

資本合計   2,547,618 20.2  493,183 6.2 △2,054,435 

負債、少数株主持分 

及び資本合計 
  12,591,926 100.0  7,954,980 100.0 △4,636,946 

         

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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② 連結損益計算書 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日) 

増減 

区分 
注記 
番号 金額（千円） 

百分比 
（％） 金額（千円） 

百分比 
（％） 金額（千円） 

Ⅰ 売上高   7,173,730 100.0  7,232,445 100.0 58,714 

Ⅱ 売上原価   5,773,096 80.5  5,424,326 75.0 △348,770 

  売上総利益   1,400,634 19.5  1,808,119 25.0 407,485 

Ⅲ 販売費及び一般管理費         

１ 給与手当  740,566   559,915    

２ 退職給付費用  28,696   23,471    

３ 貸倒引当金繰入額  ―   68,435    

４ 減価償却費  84,807   54,385    

５ その他  765,746 1,619,816 22.6 672,567 1,378,775 19.1 △241,041 

営業利益又は営業損失（△）  △219,182 △3.1  429,344 5.9 648,526 

Ⅳ 営業外収益         

１ 受取利息  3,180   1,924    

２ 賃貸収入  7,412   8,146    

３ スクラップ収入  ―   8,846    

４ 為替差益  ―   10,558    

５ その他  23,530 34,123 0.5 13,663 43,138 0.6 9,015 

Ⅴ 営業外費用         

１ 支払利息  183,397   159,064    

２ 手形売却損  10,847   9,669    

３ 支払手数料  46,895   49,557    

４ 新株発行費償却  ―   4,577    

５ その他  9,717 250,858 3.5 446 223,314 3.1 △27,543 

経常利益又は経常損失（△）  △435,917 △6.1  249,168 3.4 685,085 

Ⅵ 特別利益         

１ 貸倒引当金戻入益  10,891   19,033    

２ 固定資産売却益 ※１ 6,749   101,810    

３ 投資有価証券売却益  18,635   2,976    

４ ゴルフ会員権売却益  ― 36,276 0.5 80 123,900 1.7 87,623 

Ⅶ 特別損失         

１ 固定資産売却損 ※２ 8,030   60,052    

２ 固定資産除却損 ※３ ―   7,786    

３ 事業再編損失 ※４ ―   503,808    

 ４ 減損損失 ※５ ―   1,954,912    

５ ゴルフ会員権売却損  ―   6,800    

 ６ ゴルフ会員権評価損  1,100   ―    

 ７ 保険積立金解約損  ―   19,593    

８ 貸倒引当金繰入額  ―   173,020    

９ 退職給付会計基準変更時 
差異償却 

 137,919   ―    

10  従業員割増退職金  9,216   1,743    

11 役員退職慰労金  7,503   －    

12  役員退職慰労引当金繰入額  ―   269,132    
  13  その他  1,999 165,769 2.3 350 2,997,200 41.4 2,831,431 

税金等調整前当期純損失   565,409 △7.9  2,624,131 △36.3 △2,058,721 

法人税、住民税及び事業税  30,364   18,129    

法人税等調整額  54,758 85,123 1.2 △55,022 △36,892 △0.5 △122,015 

少数株主利益又は 

少数株主損失（△） 
  4,053 0.0  △30,273 △0.4 △34,327 

当期純損失   654,586 △9.1  2,556,965 △35.4 △1,902,378 

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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③ 連結剰余金計算書 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 金額（千円） 金額（千円） 

(資本剰余金の部)      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   1,439,545  1,439,545 

Ⅱ 資本剰余金増加高      

１ 増資による新株式の発行  ― ― 248,400 248,400 

Ⅲ 資本剰余金期末残高   1,439,545  1,687,945 

      

(利益剰余金の部)      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   45,082  △658,303 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

１ 土地再評価差額金取崩額  ― ― 51,526 51,526 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

１ 配当金  23,340  ―  

２ 土地再評価差額金取崩額  25,459  ―  

３ 当期純損失  654,586 703,385 2,556,965 2,556,965 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   △658,303  △3,163,741 

      

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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④ 連結キャッシュ・フロー計算書 

 

(注)  １ 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 

２ 売上債権の減少額には、長期固定化債権等の減少額も含まれております。 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
  至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    
１ 税金等調整前当期純損失  △565,409 △2,624,131 
２ 減価償却費  162,099 119,039 

３ 減損損失  ― 1,954,912 
４ 貸倒引当金の減少額  △190,692 △133,505 
５ 賞与引当金の増加額(△は減少)  △11,431 721 
６ 退職給付引当金の増加額(△は減少)  119,953 △52,394 
７ 役員退職慰労引当金の増加額  ― 282,050 
８ 受取利息及び受取配当金  △5,669 △2,767 
９ 支払利息  183,397 159,064 
10 新株発行費償却  ― 4,577 

11 為替差損益（△は利益）  △107 403 
12 事業再編損失  ― 503,808 
13 ゴルフ会員権売却損益  ― 6,720 
14 ゴルフ会員権評価損  1,100 ― 
15 投資有価証券売却損益  △18,599 △2,625 
16 有形・無形固定資産除売却損  9,486 67,839 
17 有形・無形固定資産売却益  △6,749 △101,810 

18 役員退職慰労金  7,503 ― 
19 保険積立金解約損  ― 19,593 
20 従業員割増退職金  9,216 1,743 
21 売上債権の減少額  472,481 710,635 
22 未成工事受入金の減少額  △11,223 △59,671 
23 たな卸資産の減少額  145,685 89,914 
24 仕入債務の減少額  △62,174 △499,548 
25 その他  23,858 45,506 

小計  262,723 490,073 
26 利息及び配当金の受取額  5,770 2,313 
27 利息の支払額  △178,838 △155,043 
28 役員退職慰労金の支払額  △5,850 △1,653 
29 従業員割増退職金の支払額  △8,253 △2,705 

30 法人税等の支払額  △41,784 △31,501 

営業活動によるキャッシュ・フロー  33,767 301,482 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    
１ 定期預金の預入による支出  △56,534 △41,200 
２ 定期預金の払戻による収入  249,570 526,758 

３ 有形・無形固定資産の取得による支出  △14,668 △19,961 
４ 有形・無形固定資産の売却による収入  48,870 392,315 
５ 投資有価証券の取得による支出  △5,637 △5,701 
６ 投資有価証券の売却による収入  86,174 101,827 
７ 貸付けによる支出  △2,550 △26 
８ 貸付金の回収による収入  5,630 866 
９ 保険積立金解約による収入  ― 105,885 

10 その他  △9,702 △3,432 

投資活動によるキャッシュ・フロー  301,152 1,057,331 
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    
１ 株式の発行による収入  ― 494,810 
２ 短期借入れによる収入  2,508,000 2,020,000 

３ 短期借入金の返済による支出  △2,423,435 △3,244,920 
４ 長期借入れによる収入  1,700,000 900,000 
５ 長期借入金の返済による支出  △1,758,294 △1,758,160 
６ 配当金の支払額  △22,708 △91 
７ その他  △175 △240 

財務活動によるキャッシュ・フロー  3,387 △1,588,601 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  1,307 3,108 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額(△は減少)  339,614 △226,679 

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高  590,477 930,091 
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 930,091 703,412 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する
事項 

(1) 連結子会社 
 子会社のうち次の５社を連結してお
ります。 
ボーリング・テクノサービス㈱ 
構造工事㈱ 
ジャパン・ホームウォーターシステム㈱ 
明昭㈱ 
KOKEN ENGINEERING(M)SDN.BHD. 

(1) 連結子会社 
 同左 

 (2) 非連結子会社 
子会社KOKEN(HONG KONG)LTD.の総資

産、売上高、当期純損益及び利益剰余金
等は、いずれも重要性が乏しいため連結
の範囲から除外しております。 

(2) 非連結子会社 
 同左 

２ 持分法の適用に 
  関する事項 

 非連結子会社KOKEN (HONG KONG)LTD.及
び関連会社エヌエステイーエンテック㈱
は、当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす
影響が軽微であり、かつ全体として重要性
がないため、持分法の適用から除外してお
ります。 

 非連結子会社KOKEN (HONG KONG)LTD.
は、当期純損益及び利益剰余金等に及ぼ
す影響が軽微であり、かつ全体として重
要性がないため、持分法の適用から除外
しております。 

３ 連結子会社の決算日
に関する事項 

 連結子会社の事業年度末日は、連結決算
日と一致しております。 

 同左 

４ 会計処理基準に関す
る事項 

  

 (1) 重要な資産の評価基
準及び評価方法 

① 有価証券 
子会社及び関連会社株式 
移動平均法による原価法 

その他有価証券 
時価のあるもの 
連結決算日の市場価格等に基づ

く時価法 
(評価差額は全部資本直入法により
処理し、売却原価は移動平均法によ
り算定) 
時価のないもの 
移動平均法による原価法 

① 有価証券 
子会社及び関連会社株式 
同左 

 
その他有価証券 
時価のあるもの 
同左 

 
 
 
時価のないもの 
同左 

 ② たな卸資産 
主として先入先出法による原価法 

② たな卸資産 
主として先入先出法による低価法 

 



 

 - 14 - 

 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (2) 重要な減価償却資産
の減価償却の方法 

① 有形固定資産 
定率法 
 なお、主な耐用年数は次のとおりで
あります。 
建物及び構築物 

８～50年 
機械装置及び運搬具 

２～10年 
 但し、貸与資産については定額法に
よっております。 

① 有形固定資産 
同左 

 ② 無形固定資産 
定額法 
 但し、ソフトウェア(自社利用分)
については、社内における利用可能期
間(５年)に基づく定額法によってお
ります。 

② 無形固定資産 
同左 

 ③ 長期前払費用 
均等償却 

③ 長期前払費用 
同左 

 ――――――― ④ 繰延資産 
新株発行費 

  支出時に全額費用処理しておりま
す。 

 (3) 重要な引当金の計上
基準 

① 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検討し、回収不能
見込額を計上しております。 

① 貸倒引当金 
 同左 

② 賞与引当金 
 従業員の賞与支給に充てるため、将来
の支給見込額のうち当連結会計年度の
負担額を計上しております。 

② 賞与引当金 
 同左 

 ③ 退職給付引当金 
 従業員の退職給付に備えるため、当連
結会計年度末における退職給付債務及
び年金資産の見込額に基づき、当連結会
計年度末において発生していると認め
られる額を計上しております。 
 なお、会計基準変更時差異(689,596
千円)については、５年による按分額を
費用処理しております。 
 数理計算上の差異については、各連結
会計年度の発生時における従業員の平
均残存勤務期間以内の一定の年数(12
年)による按分額をそれぞれ発生の翌連
結会計年度から費用処理しております。 

③ 退職給付引当金 
 従業員の退職給付に備えるため、
当連結会計年度末における退職給付
債務及び年金資産の見込額に基づ
き、当連結会計年度末において発生
していると認められる額を計上して
おります。 
 なお、数理計算上の差異について
は、各連結会計年度の発生時におけ
る従業員の平均残存勤務期間以内の
一定の年数(12年)による按分額をそ
れぞれ発生の翌連結会計年度から費
用処理しております。 

 ――――――― ④ 役員退職慰労引当金 
役員の退職慰労金支給に備える
ため、内規に基づく当連結会計年
度末の要支給額を計上しておりま
す。 

 (4) 連結財務諸表の作成
の基礎となった連
結会社の財務諸表
の作成に当たって
採用した重要な外
貨建の資産又は負
債の本邦通貨への
換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直
物為替相場により円貨に換算し、換算差額
は損益として処理しております。 
 なお、在外子会社の資産及び負債は、決
算日の直物為替相場により円貨に換算し、
収益及び費用は期中平均相場により円貨
に換算し、換算差額は少数株主持分及び資
本の部における為替換算調整勘定に含め
ております。 

 同左 

 (5) 重要なリース取引の
処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転する
と認められるもの以外のファイナンス・リ
ース取引については、通常の賃貸借取引に
係る方法に準じた会計処理によっており
ます。 

 同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (6) 重要なヘッジ会計の
方法 

① ヘッジ会計の方法 
 当社が行っている金利スワップは、金
利変換の対象となる借入金とヘッジ会
計の要件を満たしており、かつ、その想
定元本、利息の受払条件及び契約期間が
当該借入金と同一であるため、特例処理
を採用しております。 

① ヘッジ会計の方法 
 同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 
ヘッジ手段 
金利スワップ取引 
 

ヘッジ対象 
 金利等の市場価格の変動により、将
来のキャッシュ・フローが変動するリ
スクのある借入金 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 
ヘッジ手段 
同左 
 

ヘッジ対象 
同左 

③ ヘッジ方針 
 金利リスクによる支払利息の変動を
減殺する目的で行っております。 

③ ヘッジ方針 
 同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 
 ヘッジ対象とヘッジ手段について、
(想定)元本、利息の受払条件、契約期間
の重要な条件が同一であるため、ヘッジ
の有効性の評価を省略しております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 
 同左 

 (7) その他連結財務諸表
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方法 
 消費税及び地方消費税の会計処理は、税
抜方式によっております。 

消費税等の会計処理方法 
 同左 

５ 連結キャッシュ・フロ
ー計算書における資
金の範囲 

 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
ヶ月以内に満期又は償還期限の到来する
短期的な投資からなっております。 

 同左 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

―――――――  当連結会計年度から「固定資産の減損に係る会計基

準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用

指針第６号）を適用しております。 

 この変更に伴い、減損損失1,954,912千円を計上し、

減価償却費は当該変更前に比して24,545千円減少して

おります。この結果、経常利益が24,545千円増加し、税

金等調整前当期純損失が1,930,366千円増加しておりま

す。 
  また、減損損失累計額については、改正後の連結財 

務諸表規則に基づき当該各資産の金額から直接控除し 

ております。なお、セグメント情報に与える影響につ 

いては、当該箇所に記載しております。 
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会計処理方法の変更 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 

 至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日) 

――――――― １． たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産について、従来、製品・商品について

は先入先出法による原価法、原材料については移動

平均法による原価法、仕掛品・未成工事支出金につ

いては個別法による原価法、貯蔵品については個別

法による原価法又は最終仕入原価法を採用してお

りましたが、当連結会計年度より製品・商品につい

ては先入先出法による低価法、原材料については移

動平均法による低価法、仕掛品・未成工事支出金及

び貯蔵品についてはそれぞれ個別法による低価法

に変更いたしました。 

なお、セグメント情報に与える影響については、

当該箇所に記載しております。 

  この変更は当下期から行われておりますが、当下

期の日立建機株式会社の資本参加により当社が同

社の関連会社となったことを受け、同社グループ会

社として会計方針の統一の必要性が生じたことを

契機として、たな卸資産に関して実勢価格を反映さ

せた保守的な評価基準及び評価方法を採用するこ

とで、財務の健全性を図ることを目的として行われ

たものであります。 

  この結果、従来の方法と比べ、たな卸資産は1,420

千円減少し、営業利益及び経常利益は同額減少し、

税金等調整前当期純損失は同額増加しております。 

なお、当中間連結会計期間において当該会計処理

を適用した場合は、たな卸資産が1,465千円減少し、

営業利益及び経常利益は同額減少し、税金等調整前

中間純損失は同額増加しておりました。 
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前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 

 至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日) 

――――― ２．役員退職慰労引当金の計上 

役員退職慰労金について、従来、支給時の費用と

して処理しておりましたが、当連結会計年度より内

規に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当金とし

て計上する方法に変更いたしました。 

この変更は、役員の在任期間の状況から、将来の

役員退職慰労金の負担額の重要性が増していること

を鑑み、財務体質の健全化を図ることを目的として

行われたものであります。 

なお、セグメント情報に与える影響につきまして

は、当該箇所に記載しております。 
この変更は当下期から行われておりますが、当下

期の連結会計年度の日立建機株式会社の資本参加に

より、当社が同社の関連会社となったことで、同社

グループ会社として、グループ間の会計方針の統一

を図る必要性が生じたこと、さらには、当連結会計

年度末の取締役の退任も契機となり行われたもので

あります。 

この変更に伴い、当連結会計年度負担額12,918千

円は「販売費及び一般管理費」に計上し、過年度相

当額269,132千円は「特別損失」に計上しております。 

これにより営業利益及び経常利益は従来の方法に

よった場合と比べ、12,918千円減少し、税金等調整前

当期純損失は282,050千円増加しております 

また、当該会計処理を中間連結会計期間に適用した

場合、当中間連結会計期間の営業利益及び経常利益は

従来の方法によった場合に比べ6,944千円減少し、税

金等調整前中間純損失は276,076千円増加しておりま

した。 
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表示方法の変更 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（連結損益計算書） 

  １．前連結会計年度まで、営業外費用の「その他」

に含めて表示していました「支払手数料」につい

ては、当連結会計年度において営業外費用の100

分の10を超えたため、区分掲記いたしました。な

お、前連結会計年度における営業外費用の「その

他」に含まれる「支払手数料」は13,100千円であ

ります。 

（連結損益計算書） 

１．前連結会計年度まで、営業外収益の「その他」

に含めて表示していました「スクラップ収入」に

ついては、当連結会計年度において営業外収益の

100分の10を超えたため、区分掲記いたしました。 

    なお、前連結会計年度における営業外収益の「そ

の他」に含まれる「スクラップ収入」は422千円で

あります。 

 ２． 前連結会計年度まで、特別損失の「その他」

に含めて表示していました「固定資産除却損」

及び「貸倒引当金繰入額」については、当連結

会計年度において重要性が増したため、区分掲

記いたしました。 

   なお、前連結会計年度における特別損失の「そ

の他」に含まれる「固定資産除却損」は1,455

千円で「貸倒引当金繰入額」は490千円でありま

す。 

 

追加情報 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(外形標準課税） 

 「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律

第９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月

１日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が

導入されたことに伴い、当連結会計年度から「法人事業

税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示に

ついての実務上の取扱い」（平成16年２月13日 企業会

計基準委員会 実務対応報告第12号）に従い法人事業税

の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般管

理費に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費が13,079千円増加

し、営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失

が、それぞれ13,079千円増加しております。 

――――――― 
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注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

（単位：千円） 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対する主なもの 

        投資有価証券（株式） 3,159 

※１ 非連結子会社に対する主なもの 

    投資有価証券（株式） 159      

※２ 事業用土地の再評価 ※２ 事業用土地の再評価 

   土地再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律

第34号 最終改正平成13年６月29日）に基づき、平成14

年３月31日に事業用土地の再評価を行っております。 

   なお、再評価差額については、土地の再評価に関する

法律の一部を改正する法律（平成13年３月31日公布法律

第24号）に基づき、当該評価益に係る税金相当額を「再

評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、こ

れを控除した金額を「土地再評価差額金」として資本の

部に計上しております。 

再評価の方法 

 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公

布政令第119号）第２条第４号に定める相続税路線価格に

より算出しております。 

   土地再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律

第34号 最終改正平成13年６月29日）に基づき、平成14

年３月31日に事業用土地の再評価を行っております。 

   なお、再評価差額については、土地の再評価に関する

法律の一部を改正する法律（平成13年３月31日公布法律

第24号）に基づき、当該評価益に係る税金相当額を「再

評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、こ

れを控除した金額を「土地再評価差額金」として資本の

部に計上しております。 

再評価の方法 

 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公

布政令第119号）第２条第４号に定める相続税路線価格に

より算出しております。 

  

 再評価を行った年月日       平成14年３月31日  再評価を行った年月日       平成14年３月31日 

 再評価を行った土地の期末における 

 時価と再評価後の帳簿価額との差額   △478,113 

 再評価を行った土地の期末における 

 時価と再評価後の帳簿価額との差額  59,528 

※３ 担保に供している資産及びこれに対応する債務 ※３ 担保に供している資産及びこれに対応する債務 

(1) 担保に供している資産 (1) 担保に供している資産 

定期預金 519,500 (    ―   )

別段預金 51,575   (    ―   )

受取手形 72,235 (    ―   )

建物及び構築物 733,938 (  416,764)

機械装置及び運搬具 28,742 (   28,742)

土地 3,405,688 (1,363,278)

計 4,811,682 (1,808,785)
 

定期預金 19,500 (    ―   )

別段預金 32,822 (    ―   )

受取手形 95,367   (    ―   )

建物及び構築物 471,536 (  355,980)

機械装置及び運搬具 3,364 (    3,364)

土地 1,793,351 (1,012,540)

計 2,415,942 (1,371,885)
 

(2) 上記に対応する債務 (2) 上記に対応する債務 

短期借入金    850,103 (   ―    )

一年以内返済予定 
長期借入金   1,112,544 (  815,810)

長期借入金   1,361,405  ( 484,190)

計 3,324,052 (1,300,000)
 

短期借入金 108,341 (  ―  )

一年以内返済予定 
長期借入金   1,011,865 (421,080)

長期借入金 765,484 ( 63,110)

計 1,885,690 (484,190)
 

上記のうち(  )内書は工場財団抵当並びに当該債務

を示しております。 

上記のうち(  )内書は工場財団抵当並びに当該債務

を示しております。 

 ４ 保証債務 12,037
 

 ４ 保証債務 7,609
 

 ５ 受取手形割引高 672,586
 

 ５ 受取手形割引高 501,690
 

※６ 財務制限条項 ※６ 財務制限条項 

(1) 当社の平成15年９月26日及び平成16年４月23日締結の

シンジケート・ローン契約に下記の条項が付されておりま

す。 

(1) 当社の平成15年９月26日及び平成16年４月23日締結の

シンジケート・ローン契約に下記の条項が付されており

ます。 

なお、平成17年３月末現在の借入金残高は、それぞれ、

1,200,000千円、1,248,000千円であります。 

なお、平成18年３月末現在の借入金残高は、それぞれ、

400,000千円、744,000千円であります。 

① 各年度の決算期の末日における連結貸借対照表にお

ける資本の部の金額を平成15年３月期の80％以上に維

持すること。 

① 各年度の決算期の末日における連結貸借対照表にお

ける資本の部の金額を平成15年３月期の80％以上に

維持すること。 
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前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

② 各年度の連結損益計算書上の経常損益につき、２期連

続して損失を計上しないこと。 

② 各年度の連結損益計算書上の経常損益につき、２期連

続して損失を計上しないこと。 

 なお、当該シンジケート・ローン契約は、平成18

年３月期につきましては、財務制限条項に抵触した場

合でも期限の利益喪失の請求に関して、その猶予を与

える旨の同意を得ております。 

――――― (2) 当社の平成17年８月15日締結のシンジケート・ロー

ン契約に下記の条項が付されております。 

 なお、平成18年３月末現在の借入金残高は、800,000

千円であります。 

 ① 各年度の決算期の末日における連結貸借対照表にお

ける資本の部の金額を平成17年３月期の80％以上に

維持すること。 

    但し、平成17年３月期より後の決算期(平成17年３月期

は含まないものとする)において、特定の資産の減損、売

却による損失および引当金を計上した場合は、これを考慮

しないものとし、必要に応じ当該金額を資本の部の金額に

加算するものとする。 

 ② 各年度の連結損益計算書上の経常損益につき、２期

連続して損失を計上しないこと。 

 なお、当該シンジケート・ローン契約は、平成18

年３月期につきしては、財務制限条項に抵触した場

合でも期限の利益喪失の請求に関して、その猶予を

与える旨の同意を得ております。 
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(連結損益計算書関係） 

（単位：千円） 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具 913 

土地 3,428 

その他 2,408 

計 6,749 
 

※１ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。 

建物及び構築物 88,967 

機械装置及び運搬具 827 

土地 2,680 

その他(貸与資産) 9,335 

計 101,810 
 

※２ 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具 11 

土地 1,369 

その他 6,649 

計 8,030 
 

※２ 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。 
土地 60,029 
その他 

(工具器具及び備品) 
22 

計 60,052 

  

※３ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具 114 

その他 1,341 

計 1,455 
 

※３ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具 2,134 

その他（貸与資産） 4,934 

その他 
(工具器具及び備品) 717 

計 7,786 
 

※４        ――――― ※４ 事業再編損失の内訳は、次のとおりであります。 

たな卸資産処分損 428,343 

従業員早期 
割増退職金 

25,465 

その他 50,000 

計 503,808 
 

※５        ――――― ※５ 減損損失 

    当社グループは、減損損失の算定に当たって、継続し

て収支を把握している、ボーリング機器製造販売事業

(厚木工場、諏訪工場及びレンタル部門)、工事施工事

業、賃貸事業及びその他事業の事業分野別に資産のグ

ルーピングを行っており、遊休資産については、それ

ぞれの物件ごとに１つの資産グループとしておりま

す。また、本社については独立したキャッシュ・フロ

ーを生み出さないことから共用資産としております。 

     厚木工場及びミュージアム鉱研につきましては将来

的な収益力の低下が見込まれることにより、神保町土地

及び筑後土地、研究所用地、保養所並びに寮等について

は地価下落により、帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失(1,954,912千円)として以下

のとおり特別損失に計上しております。 
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（単位：千円） 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (1) ボーリング機器製造販売事業資産 

(神奈川県厚木市内に保有する工場) 

土地 350,737 

建物及び構築物 32,223 

機械装置及び運搬具ほか 30,358 

計 413,319 
 

 (2) 賃貸事業 

(千代田区神田神保町に保有していた土地、建物) 

土地 723,553 

建物及び構築物 124,850 

計 848,404 
 

 (3) その他事業 

(長野県塩尻市内に保有する博物館) 

建物及び構築物 284,496 

機械装置及び運搬具ほか 21,650 

計 306,147 
 

 (4) 売却予定資産 

(福岡県筑後市内に保有する土地） 

土地 204,136 
 

 (5) 売却予定資産 

(長野県諏訪郡原村内に保有する研究所用地） 

土地 38,159 
 

 (6) 売却予定資産 

(長野県諏訪郡原村内に保有する社宅用地） 

土地 1,939 
 

 (7) 売却予定資産 

(神奈川県厚木市内に保有する土地） 

土地 3,125 
 

 (8) 売却予定資産 

(長野県塩尻市内に保有する保養所) 

土地 19,973 

建物及び構築物 77,692 

その他（工具器具及び備品） 655 

計 98,320 
 

 (9) 売却予定資産 

(新潟県南魚沼郡塩沢町内に保有する保養所) 

土地 410 

建物及び構築物 20,558 

計 20,968 
 

 (10) 売却予定資産 

(神奈川県横浜市内に保有する社員寮) 

土地 3,699 

建物及び構築物 10,434 

計 14,133 
 

 (11) 売却予定資産 

(神奈川県淵野辺市内に保有する社員寮) 

土地 1,882 

建物及び構築物 4,375 

計 6,258 
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前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 なお、当該資産の回収可能価額は、不動産鑑定士に

よる鑑定評価額、使用価値、固定資産税による倍率評価

額及び正味売却価額を基に算定しております。 

また、使用価値は将来キャッシュ・フローを5.0％で

割り引いて算定しております。 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

（単位：千円） 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

 (平成17年３月31日現在) 

現金及び預金 1,528,827 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △27,659 

担保に供している定期預金等 △571,075 

現金及び現金同等物 930,091 
 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

 (平成18年３月31日現在) 

現金及び預金 798,024 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △42,289 

担保に供している定期預金等 △52,322 

現金及び現金同等物 703,412 
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セグメント情報 

１ 事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 
(単位：千円) 

 
ボーリング機器 

関連事業 
工事施工 
関連事業 

計 
消去又は 
全社 

連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益      

売上高      

(1) 外部顧客に 
対する売上高 4,172,457 3,001,273 7,173,730 ― 7,173,730 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 52,031 ― 52,031 (52,031) ― 

計 4,224,488 3,001,273 7,225,762 (52,031) 7,173,730 

営業費用 4,325,246 3,120,592 7,445,839 (52,925) 7,392,913 

営業損失 100,758 119,318 220,077 (   894) 219,182 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資
本的支出     

資産 7,593,215 3,274,697 10,867,913 1,724,013 12,591,926 

減価償却費 138,840 24,274 163,115 （1,016） 162,099 

資本的支出 59,153 1,343 60,496 （ ― ） 60,496 

(注)  １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 
２ 各事業の主な製品等 
(1) ボーリング機器関連事業……ボーリング機器の製造販売(ボーリングマシン、ポンプ、その他機械本体、部品、商品)、 

ボーリング機器のレンタル、メンテナンス及びホームウォーターシステム関連事業等 
(2) 工事施工関連事業……………建設コンサルタント、地質調査、土木・地すべり工事、建築基礎工事、さく井、温泉工事、 

土壌汚染改良工事 

       ３  資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、2,350,129千円であり、その主なものは、親会社の余

資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券、会員権等）及び管理部門に係わる資産等でありま

す。 

    ４  減価償却費には、長期前払費用等の償却額が含まれております。 

 

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 
(単位：千円) 

ボーリング機器 
関連事業 

工事施工 
関連事業 

計 
消去又は 
全社 

連結 

売上高      

(1) 外部顧客に 
対する売上高 3,630,385 3,602,059 7,232,445 ― 7,232,445 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

52,526 ― 52,526 (52,526) ― 

計 3,682,911 3,602,059 7,284,971 (52,526) 7,232,445 

営業費用 3,629,459 3,225,906 6,855,365 (52,264) 6,803,101 

営業利益 53,452 376,153 429,606 (  261) 429,344 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資
本的支出     

資産 5,226,032 2,373,148 7,599,180 355,800 7,954,980 

減価償却費 106,534 12,933 119,468 （ 428） 119,039 

資本的支出 58,273 8,906 67,180 （ ― ） 67,180 
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(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品等 
(1) ボーリング機器関連事業……ボーリング機器の製造販売(ボーリングマシン、ポンプ、その他機械本体、部品、商品)、 

ボーリング機器のレンタル、メンテナンス及びホームウォーターシステム関連事業等 
(2) 工事施工関連事業……………建設コンサルタント、地質調査、土木・地すべり工事、建築基礎工事、さく井、温泉工事、 

土壌汚染改良工事 
３ 固定資産の減損に係る会計基準適用による影響額 

 当連結会計年度から「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意
見書」(企業会計審議会 平成14年８月９日)及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準
委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第８号)を適用しております。 
 この変更に伴い、減損損失1,954,912千円を計上し、減価償却費は当該変更前に比して24,545千円減少してお
ります。この結果、営業利益が24,545千円増加しております。なお、セグメント情報に与える影響額は、以下の
とおりであります。 

(1) ボーリング機器関連事業……減価償却費が当該変更前に比して17,791千円減少した結果、営業利益が17,791千円増加してお
ります。 

(2) 工事施工関連事業……………減価償却費が当該変更前に比して6,753千円減少した結果、営業利益が6,753千円増加しており
ます。 

   ４  会計処理方法の変更による影響額 

      当連結会計年度から「たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更」及び「役員退職慰労引当金の計上」を行って

おります。 

      この変更に伴い、前連結会計年度と同一の方法によった場合に比べ、営業費用は14,338千円増加し、営業利益は

同額減少しております。なお、セグメント情報に与える影響額は、以下のとおりであります。 
(1) ボーリング機器関連事業……営業費用が当該変更前に比して9,030千円増加した結果、営業利益が9,030千円減少しておりま

す。 
(2) 工事施工関連事業……………営業費用が当該変更前に比して5,307千円増加した結果、営業利益が5,307千円減少しておます。 

５  資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、982,602千円であり、その主なものは、親会社の余資

運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券、会員権等）及び管理部門に係わる資産等であります。 

      ６  減価償却費には、長期前払費用等の償却額が含まれております。 

 

２ 所在地別セグメント情報 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

 全セグメントの売上高の合計に占める本邦の割合がいずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載

を省略しております。 

 

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 全セグメントの売上高の合計に占める本邦の割合がいずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載

を省略しております。 

 

３ 海外売上高 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

(単位：千円) 
 
 アフリカ地域 アジア地域 中南米地域 計 

Ⅰ海外売上高 320,227 302,784 303,089 926,101 

Ⅱ連結売上高 ― ― ― 7,173,730 

Ⅲ連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 4.5 4.2 4.2 12.9 

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アフリカ地域…………………マリ、ザンビア、タンザニア、ウガンダ、エチオピア 

(2) アジア地域……………………カンボジア、ベトナム、マレーシア、中国、韓国 

(3) 中南米地域……………………ボリビア、ドミニカ、ホンジュラス、パナマ 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域への製品・商品売上高及び当社の本邦以外の国又は地域における

完成工事高であります。 
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当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 
(単位：千円) 

 
 

アフリカ地域 アジア地域 中南米地域 その他の地域 計 

Ⅰ海外売上高 892,438 196,266 23,863 34,103 1,146,671 

Ⅱ連結売上高 ― ― ― ― 7,232,445 

Ⅲ連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 12.4 2.7 0.3 0.5 15.9 

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アフリカ地域…………………マダガスカル、モーリタニア、ザンビア、ウガンダ 

(2) アジア地域……………………ラオス、スリランカ、ベトナム、マレーシア 

(3) 中南米地域……………………エクアドル 

     (4)その他の地域………………トルコ、アルメニア、アメリカ 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域への製品・商品売上高及び当社の本邦以外の国又は地域における完

成工事高であります。 

 

リース取引 
(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び

期末残高相当額 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び

期末残高相当額 

 取得価額 
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

期末残高 
相当額 

機械装置 
及び運搬具 43,091 36,388 6,702

その他 
(有形固定資
産) 

79,932 41,526 38,406

無形固定資産 28,302 5,660 22,641

合計 151,325 83,575 67,750

  

 取得価額 
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

期末残高 
相当額 

機械装置 
及び運搬具 5,460 4,004 1,456

その他 
(有形固定 
資産) 

70,324 46,416 23,908

無形固定資産 28,302 11,320 16,981

合計 104,086 61,741 42,345
 

   なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しております。 

   なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しております。 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 26,068

１年超 41,682

合計 67,750
  

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 18,592

１年超 23,752

合計 42,345
 

    なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算定しております。 

   なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算定しております。 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 34,077

減価償却費相当額 34,077
  

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 26,502

減価償却費相当額 26,502
 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法に

よっております。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 
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有価証券 

前連結会計年度末(平成17年３月31日) 

１ 時価のある有価証券 

その他有価証券 

(単位：千円) 

区分 取得原価 連結貸借対照表計上額 差額 

① 株式 12,751 17,902 5,150 

② 債券    

国債・地方債等 50,070 50,265 195 

社債 ― ― ― 

その他 ― ― ― 

③ その他 ― ― ― 

計 62,821 68,167 5,345 

(注) 株式の減損にあたっては、当連結会計年度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、30～50％程度下落した場合には、個別銘柄毎に、当連結会計年度における最高値・最安値と取得原価との乖離状

況等、保有有価証券の時価水準を把握するとともに発行体の外部信用格付や公表財務諸表ベースでの各種財務比率の検

討等により信用リスクの定量評価を行い、総合的に評価しております。 

 

２ 時価評価されていない有価証券 

その他有価証券 

(単位：千円) 

内容 連結貸借対照表計上額 

非上場株式 11,046 

 

当連結会計年度末(平成18年３月31日) 

１ 時価のある有価証券 

その他有価証券 

(単位：千円) 

区分 取得原価 連結貸借対照表計上額 差額 

① 株式 13,696 21,200 7,503 

② 債券    

国債・地方債等 ― ― ― 

社債 ― ― ― 

その他 ― ― ― 

③ その他 ― ― ― 

計 13,696 21,200 7,503 

(注)  株式の減損にあたっては、当連結会計年度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、30～50％程度下落した場合には、個別銘柄毎に、当連結会計年度における最高値・最安値と取得原価との乖

離状況等、保有有価証券の時価水準を把握するとともに発行体の外部信用格付や公表財務諸表ベースでの各種財務比

率の検討等により信用リスクの定量評価を行い、総合的に評価しております。 
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２ 時価評価されていない有価証券 

その他有価証券 

(単位：千円) 

内容 連結貸借対照表計上額 

非上場株式 11,046 

 

デリバティブ取引 

前連結会計年度末(平成17年３月31日) 

該当事項はありません。 

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いております。 

 

当連結会計年度末(平成18年３月31日) 

該当事項はありません。 

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いております。 

 

 

１株当たり情報 
 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 382.05円
 

１株当たり純資産額 55.00円 

１株当たり当期純損失 98.16円
 

１株当たり当期純損失 367.87円
 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、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 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１

株当たり当期純損失が計上されているため記載しておりませ

ん。 

１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

当期純損失 

654,586千円 

普通株主に帰属しない金額 

―千円 

普通株式に係る当期純損失 

654,586千円 

普通株式の期中平均株式数 

6,668千株 

 

 

１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

当期純損失 

2,556,965千円 

普通株主に帰属しない金額 

―千円 

普通株式に係る当期純損失 

2,556,965千円 

普通株式の期中平均株式数 

6,950千株 

 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 

 

平成17年６月28日開催の定時株主総会の特別決議によるスト

ックオプション（新株予約権） 

普通株式  141,000株 

新株予約数  1,410個 

 

重要な後発事象 

該当事項はありません。 
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５.生産、受注及び販売の状況 

1.生産実績 

（単位：千円） 

期 別 
区 分 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日) 

前年同期比（％） 

ボーリング機器関連事業 2,533,824 2,436,756 96.2 

工事施工関連事業 3,055,045 3,507,427 114.8 

合  計 5,588,870 5,944,184 106.4 

（注）金額は販売価格で表示しており、消費税等は含んでおりません。 

 

2.受注状況 

（1）受注高                                       （単位：千円） 

期 別 
区 分 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日) 

前年同期比（％） 

ボーリング機器関連事業 3,998,486 3,683,207 92.1 

工事施工関連事業 3,439,259 3,347,160 97.3 

合  計 7,437,746 7,030,367 94.5 

（注）金額は販売価格で表示しており、消費税等は含んでおりません。 

 

（2）受注残高                                       （単位：千円） 

期 別 
区 分 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日) 

前年同期比（％） 

ボーリング機器関連事業 292,006 344,828 118.1 

工事施工関連事業 1,410,332 1,155,432 81.9 

合  計 1,702,339 1,500,261 88.1 

（注）金額は販売価格で表示しており、消費税等は含んでおりません。 

 

3.販売実績 

                                        （単位：千円） 

期 別 
区 分 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日) 

前年同期比（％） 

ボーリング機器関連事業 4,172,457 3,630,385 87.0 

工事施工関連事業 3,001,273 3,602,059 120.0 

合  計 7,173,730 7,232,445 100.8 

（注）1.上記の金額には消費税等は含んでおりません。 

   2.主な相手先別の販売実績は、当該販売実績が総販売実績に対する割合の100分10未満であったため、記載を 

省略しております。 

 

 


