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平成 18 年３ 月期   個別財務諸表の概要              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   中間配当制度の有無  有 

配当支払開始予定日  平成―年―月―日   定時株主総会開催日  平成18年６月28日  

単元株制度採用の有無 有（１単元 100株） 

 

１．18年３月期の業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）   

(1) 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   ％ 

6,066（△2.5） 

6,220（△2.1） 

百万円   ％ 

369（ ― ） 

△263（ ―  ） 

百万円   ％ 

183（ ― ） 

△472（ ― ） 

 

 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   ％ 

△2,535（ ― ） 

△660（ ― ） 

円  銭 

△364  81 

△99  09 

円  銭 

――― 

――― 

％ 

△ 155.9 

△ 22.1 

％ 

1.8 

△3.8 

％ 

3.0 

△7.6 

(注)①期中平均株式数      18年３月期 6,950,777株   17年３月期 6,668,518株 

②会計処理の方法の変更   有 

③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) 配当状況 

１株当たり年間配当金 
 

 中 間 期 末 

配当金総額 

(年 間) 
配当性向 

株主資本 

配 当 率 

 

18年３月期 

17年３月期 

円  銭 

――― 

――― 

円  銭 

――― 

――― 

円  銭 

――― 

――― 

百万円 

― 

― 

％ 

― 

― 

％ 

― 

― 

 

(3) 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 

7,992 

12,196 

百万円 

607 

2,644 

％ 

7.6 

21.7 

円   銭 

67      78 

396   60 

(注)①期末発行済株式数   18年３月期 8,967,687株   17年３月期 6,668,316株 

②期末自己株式数    18年３月期   2,424株   17年３月期     1,795株 

 

２．19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

１株当たり年間配当金 
 売上高 経常利益 当期純利益 

中 間 期 末  

 

中間期 

通 期 

百万円 

2,500 

6,100 

百万円 

△40 

170 

百万円 

50 

250 

円 銭 

――― 

――― 

円 銭 

――― 

――― 

円 銭 

――― 

――― 

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期)27円88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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６.財務諸表等 

財務諸表 

① 貸借対照表 
 

  
前事業年度 

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18年３月31日) 
比較増減 

（△印減） 

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  1,215,580   611,181  △604,398 

 ２ 受取手形 ※３  495,466   442,437  △53,029 

 ３ 売掛金   1,179,257   662,181  △517,075 

 ４ 完成工事未収入金   646,876   733,576  86,700 

 ５ 商品   484,111   371,065  △113,045 

 ６ 製品   1,265,557   1,114,758  △150,799 

 ７ 原材料   168,885   156,796  △12,088 

 ８ 仕掛品   203,434   188,242  △15,191 

 ９ 未成工事支出金   73,974   101,829  27,855 

 10 貯蔵品   109,306   88,378  △20,927 

 11 前渡金   46,642   ―  △46,642 

 12 前払費用   40,601   31,285  △9,316 

 13 繰延税金資産   148,021   ―  △148,021 

 14 立替金 ※１  272,001   249,645  △22,355 

 15 その他   90,796   38,370  △52,425 

   貸倒引当金   △28,600   △20,400  8,200 

   流動資産合計   6,411,914 52.6  4,769,351 59.7 △1,642,563 

Ⅱ 固定資産         

 １ 有形固定資産         

  (1) 建物 ※３ 2,571,837   2,145,916    

    減価償却累計額  1,575,887 995,950  1,589,259 556,657  △439,292 

  (2) 構築物 ※３ 284,585   227,145   

    減価償却累計額  219,269 65,315  219,228 7,916  △57,398 

  (3) 機械及び装置 ※３ 455,842   373,150   

    減価償却累計額  393,673 62,169  348,291 24,858  △37,310 

  (4) 貸与資産  1,097,279   1,030,213   

    減価償却累計額  918,155 179,123  847,844 182,368  3,244 

  (5) 車両運搬具  19,183   26,654   

    減価償却累計額  17,403 1,780  18,021 8,633  6,852 

  (6) 工具器具及び備品  229,818   184,390   

    減価償却累計額  195,001 34,817  173,598 10,792  △24,025 

  (7) 土地 ※2,3  2,540,312   1,825,378  △714,933 

   有形固定資産合計   3,879,469 31.8  2,616,605 32.7 △1,262,863 
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前事業年度 

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18年３月31日) 
比較増減 

（△印減） 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 

 ２ 無形固定資産         

  (1) 借地権   14,070   14,070  ― 

  (2) 電話加入権   5,830   5,830  ― 

  (3) その他   1,276   581  △694 

   無形固定資産合計   21,177 0.2  20,482 0.3  

 ３ 投資その他の資産         

  (1) 投資有価証券   23,493   22,990  △503 

  (2) 関係会社株式   629,434   212,350  △417,084 

  (3) 出資金   1,160   1,160  ― 

  (4) 関係会社長期貸付金   620,000   460,000  △160,000 

  (5) 長期前払費用   19,556   4,927  △14,629 

  (6) 破産更生債権等   911,303   412,228  △499,075 

  (7) 長期固定化債権   274,329   411,441  137,111 

  (8) 会員権   126,504   88,604  △37,900 

  (9) その他   131,119   11,710  △119,408 

   貸倒引当金   △852,619   △1,039,124  △186,504 

   投資その他の資産合計   1,884,284 15.4  586,290 7.3 △1,297,993 

   固定資産合計   5,784,930 47.4  3,223,378 40.3 △2,561,552 

   資産合計   12,196,845 100.0  7,992,729 100.0 △4,204,116 
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前事業年度 

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18年３月31日) 
比較増減 
（△印減） 

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   1,104,902   846,117  △258,784 

 ２ 買掛金   366,126   199,432  △166,693 

 ３ 工事未払金   76,078   113,267  37,189 

 ４ 短期借入金 ※３  2,642,500   1,517,580  △1,124,920 
 ５ 一年以内返済予定 
   長期借入金 

※3,9  1,635,608   1,500,878  △134,730 

 ６ 未払金   1,098   1,499  401 

 ７ 未払費用   200,829   273,620  72,790 

 ８ 未払法人税等   28,846   23,171  △5,674 

 ９ 未払消費税等   38,301   25,526  △12,775 

 10 前受金   ―   25,555  25,555 

 11 未成工事受入金   ―   3,780  3,780 

 12 預り金   13,597   21,014  7,416 

 13 前受収益   11,462   11,008  △454 

 14 営業外支払手形 ※１  207,647   190,414  △17,232 

   流動負債合計   6,326,999 51.9  4,752,866 59.5 △1,574,133 

Ⅱ 固定負債        

 １ 長期借入金 ※3,9  1,957,685   1,356,807  △600,878 

 ２ 繰延税金負債   1,698   1,812  114 
 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   ―   261,050  261,050 

   固定負債合計   3,225,188 26.4  2,632,005 32.9 △593,182 

   負債合計   9,552,187 78.3  7,384,872 92.4 △2,167,315 

(資本の部)        

Ⅰ 資本金 ※４  1,595,597 13.1  1,846,297 23.1 250,700 

Ⅱ 資本剰余金         

  １ 資本準備金  400,000   648,400    

  ２ その他資本剰余金         

  （1）資本準備金減少差益  1,039,545   1,039,545    

   資本剰余金合計   1,439,545 11.8  1,687,945 21.1 248,400 

Ⅲ 利益剰余金        

  １ 当期未処理損失  565,903   3,050,077    

   利益剰余金合計   △565,903 △4.6  △3,050,077 △38.1 △2,484,174 

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   2,281 0.0  2,322 0.0 40 

Ⅵ 自己株式 ※５  △849 △0.0  △1,090 △0.0 △240 

   資本合計   2,644,657 21.7  607,856 7.6 △2,036,800 

   負債・資本合計   12,196,845 100.0  7,992,729 100.0 △4,204,116 
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② 損益計算書 
 

  
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

比較増減 

（△印減） 

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         

 １ 製品売上高  2,104,109   1,820,441    

 ２ 商品売上高 ※１ 2,004,787   1,751,085    

 ３ 完成工事高  2,111,674 6,220,571 100.0 2,494,890 6,066,417 100.0 △154,153 

Ⅱ 売上原価         

 １ 期首製品棚卸高  1,379,773   1,265,557    

 ２ 当期製品製造原価 ※11 1,942,543   1,734,166    

    合計  3,322,317   2,999,724    

 ３ 他勘定振替高 ※２ 342,209   556,908    

 ４ 期末製品棚卸高  1,265,557   1,114,758    

   製品売上原価  1,714,550   1,328,057    

 ５ 期首商品棚卸高  632,344   484,111    

 ６ 当期商品仕入高 ※３ 2,038,908   1,828,949    

    合計  2,671,252   2,313,060    

 ７ 他勘定振替高 ※４ 653,365   638,877    

 ８ 期末商品棚卸高  484,111   371,065    

   商品売上原価  1,533,776   1,303,117    

   完成工事原価  1,835,506 5,083,832 81.7 1,860,574 4,491,749 74.0 △592,082 

   売上総利益   1,136,738 18.3  1,574,668 26.0 437,929 

Ⅲ 販売費及び一般管理費         

 １ 役員報酬  86,053   61,864    

 ２ 役員退職慰労引当 
金繰入額 

 ―   12,918    

 ３ 給与手当  656,278   491,696    

 ４ 法定福利費  101,075   87,045    

 ５ 退職給付費用  28,696   23,471    

 ６ 旅費交通費  78,448 63,026  

 ７ 貸倒引当金繰入額  ― 78,856  

 ８ 貸倒損失  ―   6,489    

 ９ 賃借料  47,749   68,063    

 10 減価償却費  72,231   49,549    

 11 その他  329,471 1,400,004 22.5 262,550 1,205,526 19.9 △194,478 

   営業利益又は    

      営業損失（△）   
△263,266 △4.2 

 
369,141 6.1 632,407 
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前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

比較増減 

（△印減） 

区分 
注記 
番号 金額(千円) 

百分比 
(％) 金額(千円) 

百分比 
(％) 金額(千円) 

Ⅳ 営業外収益         

 １ 受取利息  2,123   1,339    

 ２ 受取配当金  2,394   758    

 ３ 賃貸収入 ※５ 13,858   14,482    

 ４ スクラップ収入  ―   8,846    

 ５ その他  17,979 36,356 0.6 8,583 34,009 0.6 △2,346 

Ⅴ 営業外費用         

 １ 支払利息  180,397   157,331    

 ２ 支払手数料  46,895   49,557    

 ３ 新株発行費償却  ―   4,577    

 ４ その他  18,089 245,382 4.0 8,204 219,669 3.7 △25,713 

     経常利益又は    

経常損失（△）  
△472,292 △7.6 183,481 3.0 655,774 

Ⅵ 特別利益         

 １ 貸倒引当金戻入益  12,863   19,033   
 

 ２ 固定資産売却益 ※６ 6,226   12,843    

  ３  投資有価証券売却益  18,635   2,677    

 ４ ゴルフ会員権売却益   ― 37,725 0.6 80 34,634 0.6 △3,090 

Ⅶ 特別損失         

 １ 固定資産売却損 ※７ 7,919   22    

 ２ 固定資産除却損 ※８ 1,381   7,271    

 ３ 事業再編損失 ※９ ―   503,808    

 ４ 減損損失 ※10 ―   1,106,507    

 ５  投資有価証券売却損     53 165  

 ６  ゴルフ会員権売却損      ― 6,800  

 ７ 子会社株式評価損  ―   414,084    

８ 保険積立金解約損  ― 19,593  

 ９ 貸倒引当金繰入額  460 482,950  
 10 退職給付会計基準 
   変更時差異償却 

 137,919 ―  

  11  従業員割増退職金  9 216 1,743  
12 役員退職慰労引当 

金繰入額  ―   248,132    

 13  ゴルフ会員権評価損       1,100 158,049 2.5 ― 2,791,079 46.0 2,633,030 

   税引前当期純損失     592,617 △9.5  2,572,963 △42.4 △1,980,346 
   法人税、住民税及び 

事業税  15,665   15,788    

   法人税等調整額  52,503 68,168 1.1 △53,051 △37,263 △0.6 △105,431 

   当期純損失   660,785 △10.6  2,535,700 △41.8 △1,874,915 
   前期繰越利益又は 

前期繰越損失（△）   120,341   △565,903  △686,244 

   土地再評価差額金 
取崩額   △25,459   51,526  76,985 

   当期未処理損失   565,903   3,050,077  △2.484.174 
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③ 損失処理案 
 

  前事業年度   当事業年度 

  株主総会承認日   株主総会承認予定日 

  （平成17年６月28日）   （平成18年６月28日） 

区分 
注記 
番号 金額(千円) 区分 

注記 

番号 
金額(千円) 

（当期未処理損失の処理）    （当期未処理損失の処理）    

Ⅰ 当期未処理損失   565,903 Ⅰ 当期未処理損失   3,050,077 

Ⅱ 次期繰越損失   565,903 Ⅱ 次期繰越損失   3,050,077 

        

 （その他資本剰余金の処分）     （その他資本剰余金の処分）    

Ⅰ その他資本剰余金    Ⅰ その他資本剰余金    

  １ 資本準備金    １ 資本準備金  

      減少差益  
1,039,545 1,039,545 

      減少差益  
1,039,545 1,039,545 

Ⅱ その他資本剰余金    Ⅱ その他資本剰余金    
     次期繰越額      次期繰越額  

  １ 資本準備金    １ 資本準備金  
       減少差益  

1,039,545 1,039,545 
      減少差益  

1,039,545 1,039,545 
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重要な会計方針 
 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

  子会社及び関連会社株式 

    移動平均法による原価法 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

  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 

    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) 

  その他有価証券 

  時価のあるもの 

同左 

   時価のないもの 

    移動平均法による原価法 

  時価のないもの 

  同左 

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

製品、商品 

  先入先出法による原価法 

原材料 

 移動平均法による原価法 

仕掛品、未成工事支出金 

  個別法による原価法 

貯蔵品 

  掘さく用具類 個別法による原価法 

  その他 最終仕入原価法 

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

製品、商品 

先入先出法による低価法 

原材料 

移動平均法による低価法 

仕掛品、未成工事支出金 

個別法による低価法 

貯蔵品 

個別法による低価法 

 

３ 固定資産の減価償却の方法 

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    ８～50年 

貸与資産  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。 

３ 固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産 

同左 

 

 

 

無形固定資産 

定額法 

但し、ソフトウエア（自社利用分）については、社内にお

ける見込利用可能期間(５年)に基づく定額法によっており

ます。 

無形固定資産 

同左 

 

 

 

 長期前払費用 

  均等償却 

 長期前払費用 

同左 

 

―――――――  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。 

４ 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

   外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円

貨に換算し、為替差額は損益として処理しております。 

４ 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

同左 

５ 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。 

５ 引当金の計上基準 

(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

ち当期の負担額を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 
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前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(3) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における

退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度

末に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)は、５年による

按分額を費用処理しております。 

   数理計算上の差異は、各事業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事業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、当事業年度末における

退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度

末に発生していると認められる額を計上しております。 

   数理計算上の差異は、各事業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事業年度から費用処理しておりま

す。 

――――――― （4）役員退職慰労引当金 

     役員の退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく

期末要支給額を計上しております。     

５ 収益及び費用の計上基準 

完成工事高の計上基準 

  完成工事高の計上は、工事完成基準によっております。 

５ 収益及び費用の計上基準 

完成工事高の計上基準 

同左 

６ 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。 

６ リース取引の処理方法 

同左 

７ 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。 

７ ヘッジ会計の方法 

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 

８ 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 

   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。 

８ 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 

 同左 
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財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

―――――――  当事業年度から「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1,106,507千円を計上し、減

価償却費は当該変更前に比して17,791千円減少しており

ます。この結果、経常利益が17,791千円増加し、税引当

期純損失が1,088,716千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。 
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会計処理方法の変更 

前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

 至 平成17年３月31日) 

当事業年度 

(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、当事業年度より製品・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。 

  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、

税引前当期純損失は同額増加しております。 

なお、当中間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、税引前中間純損失は同額増加し

ておりました。 

――――― 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、当事業年度より内規に

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。 

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、当期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、当事業年度負担額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

248,132千円は「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

よった場合に比べ、12,918千円減少し、税引前当期純

損失は261,050千円増加しております 

 なお、当該会計処理を中間会計期間に適用した場

合、当中間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、税引前純

損失は255,076千円増加しておりました。 
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 表示方法の変更 

前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

 至 平成17年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日) 

(損益計算書) 

前事業年度まで営業外費用益の「その他」に含めて

表示しておりました「支払手数料」は、当事業年度に

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、前事業年度の営業外費用の「そ

の他」に含まれる「支払手数料」は13,100千円であり

ます。 

(損益計算書) 

前事業年度まで営業外費収益の「その他」に含めて

表示しておりました「スクラップ収入」は、当事業年

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、前事業年度の営業外収益の

「その他」に含まれる「スクラップ収入」は422千円で

あります。 

 

 追加情報 

前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

 至 平成17年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日) 

「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、当事業年度から「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11,346千円増加

し、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失が、そ

れぞれ11,346千円増加しております。 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 

（単位：千円） 
前事業年度 

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18年３月31日) 

※１ 関係会社に対する資産及び負債 

   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているのは次

のとおりであります。 

立替金 263,595 

営業外支払手形 207,647  

※１ 関係会社に対する資産及び負債 

   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているのは次

のとおりであります。 

立替金 241,112 

営業外支払手形 190,414 

短期借入金 100,000  
※２ 土地の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11年３月31日公布法律第24

号)に基づき、当該再評価差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 

再評価を行った土地の期末 
における時価と再評価後の   △478,113 
帳簿価額との差額 

※２ 土地の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11年３月31日公布法律第24

号)に基づき、当該再評価差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 

再評価を行った土地の期末 
における時価と再評価後の   59,528 
帳簿価額との差額 

※３ 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のと

おりであります。 

 (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 564,444 (  406,363 )

 構築物 10,401 (   10,401 )

機械及び 
装置 28,742 (   28,742 )

 土地 2,493,931 ( 1,363,278 )

計 3,740,832 ( 1,808,785 ) 

※３ 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のと

おりであります。 

 (1)担保に供している資産 

 定期預金 19,500   (   ―   )

 別段預金 32,822 (   ―   )

 受取手形 95,367 (   ―   )

 建物 464,706 (  349,151 )

 構築物 6,829 (     6,829 )

機械及び 
装置 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 

 短期借入金 850,103   (   ―   ) 
 一年以内返済 
予定長期借入金 

1,074,048 ( 815,810   ) 

 長期借入金 1,277,349 ( 484,190  ) 

計 3,201,500 (1,300,000 ) 

   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。 

 (2)上記に対応する債務 

 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。 

※４ 会社が発行する株式の総数 

普通株式 

 

21,200,000株 

 

 ただし、定款の定めにより株式の消去が行なわ

れた場合には、会社が発行する株式について、こ

れに相当する株式数を減ずることとなっており

ます。 

 
発行済株式の総数 

普通株式 

 

6,670,111株  

※４ 会社が発行する株式の総数 

普通株式 

 

21,200,000株 

 

 ただし、定款の定めにより株式の消去が行なわ

れた場合には、会社が発行する株式について、こ

れに相当する株式数を減ずることとなっており

ます。 

 
発行済株式の総数 

普通株式 

 

8,970,111株                  
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（単位：千円） 
 

前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度 
(平成18年３月31日) 

※５ (自己株式の保有数) 

普通株式 

 

1,795株  

※５ (自己株式の保有数) 

普通株式 

 

2,424株  
 ６ 保証債務 

   当社の製品販売に伴う得意先のリース債務に対して、次

のとおり債務保証を行っております。 

 日本綜合防水㈱ 7,327  

 その他  ３社 4,710 

計 12,037 

   また、子会社構造工事㈱の借入金に係る個人保証債務に

対する再保証として、次のとおり債務保証を行っておりま

す。 

       本山 栄次  59,552 
 

 ６ 保証債務 

   当社の製品販売に伴う得意先のリース債務に対して、次

のとおり債務保証を行っております。 

 日本綜合防水㈱ 5,282   

 その他  ２社 2,327 

計 7,609 

   

 

７ 受取手形割引高       581,365   ７ 受取手形割引高 361,859   
 ８ (配当制限) 

 商法施行規則第124条第３号の規定により、配当に充当

することが制限されている金額は2,281千円であります。 

 

 土地再評価差額金は、土地の再評価に関する法律第７条

の２第１項の規定により、配当に充当することが制限され

ております。 

 ８ (配当制限) 

 商法施行規則第124条第３号の規定により、配当に充当

することが制限されている金額は2,322千円であります。 

 

 土地再評価差額金は、土地の再評価に関する法律第７条

の２第１項の規定により、配当に充当することが制限され

ております。 

※９ 財務制限条項 ※９ 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％以上維持すること。

①各年度の決算期の末日における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％以上維持するこ

と。 
②各年度の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。 
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(損益計算書関係) 

（単位：千円） 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 商品売上高には、レンタル収入171,713千円が含まれてお
ります。 

※１ 商品売上高には、レンタル収入137,806千円が含まれてお
ります。 

※２ 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。 
 仕掛品への振替高 266,207  

 機械及び装置への振替高 2,999 

 貸与資産への振替高 29,078 

 製造経費への振替高 11,010 

 工事経費への振替高 12,332 

 その他への振替高 20,582 

計 342,209  

※２ 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。 
 仕掛品への振替高 264,474 

 貸与資産への振替高 44,223 

 貯蔵品への振替高 15,015 

 製造経費への振替高 3,253 

 工事経費への振替高 14,613 

 特別損失（事業再編損失）への振替高 211,855 

 その他への振替高 3,472 

計 556,908  
※３ 当期商品仕入高には、レンタル原価108,879千円が含まれ

ております。 

※３ 当期商品仕入高には、レンタル原価140,677千円が含まれ 

ております。 
※４ 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。 

 原材料への振替高 449,626  

 貸与資産への振替高 12,654 

工事経費への振替高 188,401 

 その他への振替高 2,682 

計 653,365  

※４ 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。 
 原材料への振替高 373,016 

 工具器具及び備品への振替高 1,464 

貯蔵品への振替高 17,043 

工事経費への振替高 193,278 

特別損失（事業再編損失）への振替高 51,709 

 その他への振替高 2,363 

計 638,877  
※５ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれており

ます。 
関係会社よりの賃貸収入 6,446  
  

※５ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれており

ます。 
関係会社よりの賃貸収入 6,336  
  

※６ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。 
 機械及び装置 375  

 貸与資産 2,408 
 車両運搬具 13 

 土地 3,428 

計 6,226  

※６ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。 
 機械及び装置 827  

 貸与資産 9,335 
 土地 2,680 

計 12,843  

※７ 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。 
 貸与資産 6,550  

 土地 1,369 

計 7,919 
 

※７ 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。 
 工具器具及び備品 22  

 

※８ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 

 機械及び装置 93  

 工具器具及び備品 760 

 施設利用権 527 

計 1,381  

※８ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 

 機械及び装置 2,091  

貸与資産 4,635 

車両運搬具 42 

工具器具及び備品 501 

計 7,271  
※９        ――――― ※９ 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 
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 （単位：千円） 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※10        ――――― ※10 減損損失 

    当社は、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、筑後土地及び研究所用地、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
(1,106,507千円)として以下のとおり特別損失に
計上しております。 

 (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 29,297 

構築物 2,925 

機械装置ほか 30,359 

計 413,319 
 

 (2) その他事業 

(長野県塩尻市内に保有する博物館) 

建物 236,025 

構築物 48,470 

機械装置及ほか 21,650 

計 306,147 
 

 (3) 売却予定資産 

(福岡県筑後市内に保有する土地） 

土地 204,136 
 

 (4) 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 
 

 (5) 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 
 

 (6) 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 
 

 (7) 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 76,978 

構築物 713 

その他（工具器具及び備品） 655 

計 98,320 
 

 (8) 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 20,558 

計 20,968 
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 （単位：千円） 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (9) 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 10,434 

計 14,133 
 

 (10) 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 4,375 

計 6,258 
 

 なお、当該資産の回収可能額は、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。 

※11 当期製造費用に含まれる研究開発費は45,638千円であり

ます。 

※11 当期製造費用に含まれる研究開発費は4,043千円でありま

す。 
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(リース取引関係) 

（単位：千円） 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(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 

機械及び装置  5,460 2,912 2,548 

車両運搬具  37,631 33,476 4,154 

工具器具 
及び備品  73,206 40,161 33,045 

ソフトウェア  28,302 5,660 22,641 

合計  144,599 82,210 62,389 

  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。 

  
取得価額 
相当額  

減価償却 
累計額 
相当額 

 
期末残高 
相当額 

機械及び装置  5,460 4,004 1,456 

工具器具 
及び備品  63,598 43,706 19,892 

ソフトウェア  28,302 11,320 16,981 

合計  97,360 59,030 38,329 

  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年内 24,723 

 １年超     37,666 

合 計     62,389 

  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。 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

 １年内 17,247   

 １年超 21,082 

合 計      38,329 

  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 32,916   

 減価償却費相当額 32,916    

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

 支払リース料 25,157   

 減価償却費相当額 25,157  
(4) 減価償却費相当額の算定方法 

  同左 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

  同左 
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(有価証券関係) 

前事業年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日)及び当事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18

年３月31日)における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

(税効果会計関係) 

（単位：千円） 
前事業年度 

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18年３月31日) 

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 

(繰延税金資産)   

 貸倒引当金損金算入限度超過額 203,904  

 たな卸資産評価損否認額 457,339 

 退職給付引当金損金算入限度 
 超過額 347,035 

 ゴルフ会員権評価損否認額 53,238 

 繰越欠損金 442,091 

 その他 27,033 

 繰延税金資産小計 1,530,644 

 評価性引当額 △1,382,622 

 繰延税金資産合計 148,021 

  

(繰延税金負債)  

 その他有価証券評価差額金 △1,698 

 繰延税金負債合計 △1,698 

繰延税金資産の純額 146,323 

  

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 

(繰延税金資産)   

 貸倒引当金損金算入限度超過額 348,345  

 たな卸資産評価損否認額 595,223 

 退職給付引当金損金算入限度 
 超過額 329,085 

 役員退職慰労引当金損金不算入額 106,221 

 減損損失損金不算入額 441,842 

 子会社株式評価損否認額 181,922 

 ゴルフ会員権評価損否認額 46,582 

 繰越欠損金 484,091 

 その他 38,401 

 繰延税金資産小計 2,571,716 

 評価性引当額 △2,571,716 

 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 △1,812 

 繰延税金負債合計 △1,812 

繰延税金負債の純額 △1,812 

  

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

差異の原因となった主な項目別の内訳 

   

 当事業年度については、税引前当期純損失が計上されてい
るため、記載しておりません。 
 

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

差異の原因となった主な項目別の内訳 

   

 同左 
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(１株当たり情報) 

 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(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 396.60円 
 

１株当たり純資産額 67.78円 
 

１株当たり当期純損失 99.09円 
 

１株当たり当期純損失 364.81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。 

 

(注) １株当たり当期純損失の算定上の基礎 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 普通株式に係る当期純損失   

当期純損失 （千円） 660,785 2,535,700 

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（千円） 660,785 2,535,700 

２ 普通株式の期中平均株式数(千株) 6,668 6,950 

３ 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。 

 


