
 

 
 

 

平成 19 年 ３月期    中間決算短信（連結）          平成 18 年 10 月 23 日 

上 場 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 
問合せ先責任者 役職名 取締役管理本部長 氏名 大谷 幸彦  ＴＥＬ (03)6907－7888 
決算取締役会開催日 平成 18 年 10 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９月中間期の連結業績（平成18 年４月１日～平成 18 年９月30 日） 
(1) 連結経営成績 

 売 上 高     営業利益 経常利益 

               百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 

18 年９月中間期 
17 年９月中間期 

2,229(△27.9) 
3,094( △2.8) 

△34 ( ―) 
40  ( ―) 

△141  ( ―) 
△68  ( ―) 

18 年３月期 7,232         429        249        
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益 

 百万円    ％ 円  銭 円  銭 

18 年９月中間期 
17 年９月中間期 

△36  ( ―) 
△2,247  ( ―) 

△4  11 
△337  09 

―    ― 
―    ― 

18 年３月期 △2,556        △367  87 ―    ― 
(注)①持分法投資損益      18 年９月中間期 ― 百万円  17 年９月中間期 ― 百万円  18 年３月期 ―百万円 
    ②期中平均株式数(連結) 18 年９月中間期 8,967,660 株 17 年９月中間期 6,668,130 株 18 年３月期 6,950,777 株 
    ③会計処理の方法の変更    無 
    ④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
 
(2)連結財政状態 
 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 

18 年９月中間期 
17 年９月中間期 

7,510    
9,719    

478    
302    

6.0 
3.1 

50    57 
45    39 

18 年３月期 7,954    493    6.2 55    00 
(注)期末発行済株式数（連結）18 年９月中間期 8,967,660 株  17 年９月中間期 6,667,966 株  18 年３月期 8,967,687 株 
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況 

 
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 

18 年９月中間期 
17 年９月中間期 

72    
△17    

610    
22    

△656    
△346    

729    
589    

18 年３月期 301    1,057    △1,588    703    
(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 ４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) １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 

 百万円 百万円 百万円 

通   期  6,835    112      176    
(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）   19 円 63 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、当社および子会社４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および独自工法によ

る工事施工を内容とした事業活動を展開しております。 

当社グループの事業における位置付けおよ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、連結子会社明昭(㈱、ジャパン・ホームウォーターシステム㈱および 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、その他ボーリング関連機械本体、部品の製造・販

売およびボーリング機器のレンタル、メンテナンス、水井戸関連機器の販売等であります。 

なお、ジャパン・ホームウォーターシステム㈱および KOKEN ENGINEERING(M)SDN.BHD.に関しては、当中間連結会計期

間において解散を決議しており、現在清算手続きを進めております。 

 

（工事施工関連事業） 

当社およ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。 

製
品
・
商
品
の
供
給

製
品
・
商
品
の
供
給

工
事
施
工

工
事
施
工

製
品
・
商
品
の
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給

製
品
・
商
品
の
供
給

製造受託・製品供給、環境事業等で提携

〔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）

〔 提 出 会 社 〕  鉱 研 工 業 ㈱

ボーリング機器製造・販売・レンタル等 工事施工

得        意        先        等

（連結子会社）
構　造　工　事　㈱

工事施工

（連結子会社）
ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾎｰﾑｳｫｰﾀｰｼｽﾃﾑ㈱

水井戸機器の販売

（連結子会社）
KOKEN ENGINIEERING （M)

SDN. BHD.

ボーリング機器製造・販売

（連結子会社）
明　　　　　昭　㈱

ボーリング機器製造・販売

ボーリング機
器関連事業

工事施工
関連事業

※１  子会社１社は重要性に乏しく、かつ支配関係が一時的と認められるため、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連結子会社として掲載していたボーリング・テクノサービス㈱は、平成18年３月31日に解散

し、清算を結了いたしました。 
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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および新工法、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、前連結会計年度において多額の損失を計上した結果、自己資本が減少している状況に鑑み、当

面は内部留保の蓄積に努める方針であります。 

 

（３） 投資単位の引下げに関する考え方および方針等 

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。 

当社の中間連結会計期間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、前連結会計年度から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6,200百万円、経常利益210百万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、地下に係る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およ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、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しております。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、水の大口需要先の経費削減ニーズに応えて、地下水を安価に利用できるシステ

ムを提供しています。また、地下水の活用は、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およ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
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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として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プル採取機「ソニックドリル15」、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」を販売し、汚染調査関連機器の充実を図っており

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、ロシア等に代理店網を構築し、民間ベースの売上拡大を図

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おります。当社グループ

の製品・工事の最終需要の大半を占めておりました公共工事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温泉開発事業、地下水活用事業、環境事業の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図ってまいります。

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、地下水活用事業および環境

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、ODA案件に関しましても、現地調査をふくめた入念な

事前調査を実施するなど競争力のある応札体制を整備し、積極的に取り組んでまいります。 

 

（７） 親会社等に関する事項 

（ａ） 親会社等の商号等 

    （平成18年９月30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 
25.67 

株式会社東京証券取引所 

市場第一部および 

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25.67％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・メリットおよび当社の経営・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および独立性の確保の状況 
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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、技術協力、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。 

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 

非常勤取締役 澤田 弘 
子会社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。 
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３.経営成績および財政状態 

（１） 経営成績 

当中間連結会計期間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増加など民間需要に支えられ、引き続き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、公共工事の減少、競争激化

の影響により、下請けである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、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。 

当中間連結会計期間は、ボーリング機器関連事業において顧客ニーズの汲み上げによる特機販売、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強化を図るとともに、温泉開発、地下

水活用等の新規事業の受注拡大に努めました。しかしながら、工事施工関連事業において受注が第２四半期に集中

したことから第３四半期以降の売上となるものが多く、売上高は前中間連結会計期間比27.9％減少し2,229百万円と

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、売上総利益率は前中間連結会計期間比2.5ポイント改善しましたが、売上高の減少により売

上総利益は596百万円と前中間連結会計期間比20.5％減少しました。人員削減、経費の全面的見直しにより、販売費

および一般管理費は631百万円と前中間連結会計期間に比べ11.0％削減いたしましたが、営業損失として34百万円

（前中間連結会計期間は40百万円の利益）、経常損失141百万円（前中間連結会計期間は68百万円の損失）を計上し

ました。 

また、当中間連結会計期間においては、本社社屋、厚生施設等不動産の売却により、特別利益300百万円、特別損

失175百万円を計上したことから、中間純損失は36百万円（前中間連結会計期間は2,247百万円の損失）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顧客ニー

ズの汲み上げによる特機販売、補用品、ツールス類の販売に注力し、海外販売においてはODA案件の売上拡大を

推し進めましたが、売上高は前連結会計年度比14.8％減の1,690百万円となりました。 

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、売上高は減少したものの、営業利

益は前中間連結会計期間比60.2％増の52百万円を計上しました。 

 

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、温泉開発事業、地下水活

用事業、環境事業を中心に受注拡大に注力しましたが、完工が当下半期に集中していることから、完成工事高は

前中間連結会計期間比51.5％減の538百万円となりました。 

損益面では、完成工事高が低水準にとどまったことに加え、これによる固定費負担の増加から原価率が上昇し

たため、営業損失87百万円（前中間連結会計期間は７百万円の利益）を計上しました。 

 

（２） 財政状態 

① 資産、負債および純資産の状況 

（資産の部） 

 当中間連結会計期間末の資産の部合計は、7,510百万円（前連結会計年度末比5.6％減）となりました。 

流動資産は、資金回収により完成工事未収入金が729百万円減少しましたが、一方で工事の進捗に伴う未成工

事支出金の増加等によりたな卸資産が 541 百万円増加したことなどから、5,110 百万円（前連結会計年度末比

0.6％増）となりました。 

固定資産は、本社社屋、厚生施設等の不動産売却を行った結果、有形固定資産が減少し、2,399百万円（前連

結会計年度末比16.6％減）となりました。 

（負債の部） 

 当中間連結会計期間末の負債の部合計は、7,031百万円（前連結会計期間比5.3％減）となりました。 

流動負債は。短期借入金（一年以内返済予定長期借入金を含む）の減少により、3,968百万円（前連結会計年

度末比 16.7％減）となりました。固定負債は、当中間連結会計期間においてシンジケート・ローンにより長期

借入金1,800百万円を調達しましたが、一年以内返済予定長期借入金への振替および返済により、3,062百万円

（前連結会計年度末比15.2％増）となりました。
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（純資産の部） 

 当連結会計期間末の純資産の部合計は、中間純損失として36百万円を計上したことから、478百万円となり、

自己資本比率は6.0％（前連結会計年度末比0.2ポイント減）となりました。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

 当中間連結会計期間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 26 百万円増加し、

729百万円となりました。当中間連結会計期間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、72 百万円（前年同期は△17 百万円）となりました。主な内訳は、売

上債権の減少額605百万円、未成工事受入金の増加額443百万円、たな卸資産の増加額640百万円、有形・無形

固定資産売却益237百万円、仕入債務の減少額92百万円等であります。 

 

（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、本社社屋、厚生施設等の不動産売却収入602百万円等により610百万

円（前年同期比588百万円増）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△656百万円（前年同期は△346百万円）となりました。長期借入金は、

シンジケート・ローンにより1,800百万円の調達を行う一方、約定弁済及び既往借入のシンジケート・ローンの

期限前返済により 2,412 百万円の返済を実施いたしました。短期借入金は、871 百万円の調達に対し、916 百万

円の返済を実行いたしました。 
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（３） 通期の見通し 

今後の我が国経済は、原油価格の動向、米国経済の先行き等の不透明要素はあるものの、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、連結子会社構造工事㈱の大型案件受注が来期にずれ込むことから連結売上高

は6,835百万円（前連結会計年度比5.5％減）を見込んでいることに加え、現在施工中の海外工事案件において利益

率の悪化が見込まれるため、連結経常利益112百万円（前連結会計年度比55.1％減）、連結当期純利益176百万円（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およ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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中間連結財務諸表 

① 中間連結貸借対照表 
(単位：千円) 

  
前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

   ％  ％  ％ 

(資産の部)        

Ⅰ 流動資産        

１ 現金及び預金 ※２ 1,179,438  787,213  798,024  

２ 受取手形及び売掛金 ※２ 1,470,486  1,323,792  1,165,819  

３ 完成工事未収入金  431,499  147,059  876,679  

４ たな卸資産  2,639,768  2,711,315  2,169,729  

５ 繰延税金資産  96,247  3,245  789  

６ その他  142,302  163,588  92,574  

貸倒引当金  △25,825  △25,421  △25,381  

流動資産合計  5,933,918 61.1 5,110,793 68.0 5,078,235 63.8 

Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産        

(1) 建物及び構築物 
※１ 
 ２ 742,468  406,570  564,574  

(2) 土地 ※２ 2,331,316  1,528,918  1,825,378  

(3) その他 
※１ 
 ２ 249,924  221,563  240,420  

有形固定資産合計  3,323,709 34.2 2,157,053 28.7 2,630,372 33.1 

２ 無形固定資産  27,876 0.3 12,214 0.2 26,751 0.3 

３ 投資その他の資産        

(1) 投資有価証券  87,087  25,412  32,406  

(2) 長期固定化債権  363,488  423,544  398,390  

(3) 破産更生債権等  800,297  369,233  427,839  

(4) その他  275,274  127,353  112,238  

貸倒引当金  △1,092,522  △715,126  △751,254  

投資その他の資産合計  433,626 4.4 230,418 3.1 219,620 2.8 

固定資産合計  3,785,211 38.9 2,399,685 32.0 2,876,745 36.2 

資産合計  9,719,130 100.0 7,510,479 100.0 7,954,980 100.0 

        

(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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(単位：千円) 

  
前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

   ％  ％  ％ 

(負債の部)        

Ⅰ 流動負債        

１ 支払手形及び買掛金  1,362,720  1,134,544  1,232,284  

２ 工事未払金  141,592  146,705  141,556  

３ 短期借入金 
※２ 
 ５ 2,511,500  1,373,100  1,417,580  

４ 一年以内返済予定 
  長期借入金 

※２ 
 ５ 

1,779,794  483,480  1,500,878  

５ 賞与引当金  1,826  80,223  1,997  

６ その他  761,628  750,619  472,235  

流動負債合計  6,559,061 67.5 3,968,673 52.8 4,766,531 59.9 

Ⅱ 固定負債        

１ 長期借入金 
※２ 
 ５ 1,720,634  1,762,170  1,356,807  

２ 再評価に係る 
  繰延税金負債 

 243,026  203,573  203,573  

３ 退職給付引当金  839,695  807,806  808,762  

４ 役員退職慰労引当金  ―  285,284  282,050  

５ その他  17,718  4,108  7,523  

固定負債合計  2,821,075 29.0 3,062,942 40.8 2,658,716 33.4 

負債合計  9,380,136 96.5 7,031,615 93.6 7,425,248 93.3 

(少数株主持分)        

少数株主持分  36,304 0.4 ― ― 36,549 0.5 

(資本の部)        

Ⅰ 資本金  1,595,597 16.4 ― ― 1,846,297 23.2 

Ⅱ 資本剰余金  1,439,545 14.8 ― ― 1,687,945 21.2 

Ⅲ 利益剰余金  △2,670,471 △27.5 ― ― △3,163,741 △39.8 

Ⅳ 土地再評価差額金  △61,593 △0.6 ― ― 122,459 1.5 

Ⅴ その他有価証券評価差額金  3,952 0.0 ― ― 4,253 0.1 

Ⅵ 為替換算調整勘定  △3,356 △0.0 ― ― △2,941 △0.0 

Ⅶ 自己株式  △985 △0.0 ― ― △1,090 △0.0 

資本合計  302,689 3.1 ― ― 493,183 6.2 

負債、少数株主持分 
及び資本合計  9,719,130 100.0 ― ― 7,954,980 100.0 
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(単位：千円) 

  
前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

   ％  ％  ％ 

(純資産の部)        

Ⅰ 株主資本        

１ 資本金  ― ― 1,846,297 24.5 ― ― 

２ 資本剰余金  ― ― 1,687,945 22.5 ― ― 

３ 利益剰余金  ― ― △3,216,338 △42.8 ― ― 

４ 自己株式  ― ― △1,117 △0.0 ― ― 

株主資本合計  ― ― 316,787 4.2 ― ― 

        

Ⅱ 評価・換算差額等        

１ 土地再評価差額金  ― ― 138,211 1.8 ― ― 

２ その他有価証券評価差

額金 
 ― ― 1,392 0.0 ― ― 

３ 為替換算調整勘定  ― ― △2,930 △0.0 ― ― 

評価・換算差額等合計  ― ― 136,674 1.8 ― ― 

        

Ⅲ 少数株主持分    25,401 0.4   

純資産合計  ― ― 478,863 6.4 ― ― 

負債純資産合計  ― ― 7,510,479 100.0 ― ― 

        
(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 中間連結損益計算書 
                                                                                      (単位：千円) 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(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 百分比 金額 百分比 金額 百分比 

   ％  ％  ％ 

Ⅰ 売上高  3,094,179 100.0 2,229,496 100.0 7,232,445 100.0 

Ⅱ 売上原価  2,344,405 75.8 1,633,253 73.3 5,424,326 75.0 

売上総利益  749,773 24.2 596,243 26.7 1,808,119 25.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 709,413 22.9 631,123 28.3 1,378,775 19.1 

営業利益又は 
営業損失(△) 

 40,360 1.3 △34,879 △1.6 429,344 5.9 

Ⅳ 営業外収益        

１ 受取利息  1,350  429  1,924  

２ 受取配当金  770  297  843  

３ 賃貸収入  5,070  1,921  8,146  

４ スクラップ収入  ―  2,963  8,846  

５ 為替差益  5,995  3,678  10,558  

６ その他  5,339  7,115  12,819  

営業外収益合計  18,528 0.6 16,405 0.7 43,138 0.6 

Ⅴ 営業外費用        

１ 支払利息  84,432  58,233  159,064  

２ 支払手数料  37,648  62,638  49,557  

３ その他  5,342  2,628  14,693  

営業外費用合計  127,423 4.1 123,500 5.5 223,314 3.1 
経常利益又は 
経常損失（△） 

 △68,535 △2.2 △141,974 △6.4 249,168 3.4 

Ⅵ 特別利益        

１ 貸倒引当金戻入益  600  5,880  19,033  

２ 固定資産売却益 ※２ 104  237,319  101,810  

３ 投資有価証券売却益  ―  ―  2,976  

 ４ ゴルフ会員権売却益  ―  7,461  80  

 ５ 事業再編損失戻入益  ―  50,000  ―  

特別利益合計  704 0.0 300,661 13.5 123,900 1.7 

Ⅶ 特別損失        

１ たな卸資産除却損  ―  21,610  ―  

２ 固定資産売却損 ※３ ―  101,937  60,052  

３ 固定資産除却損 ※４ 68  5,347  7,786  

４ 事業再編損失 ※５ 525,463  ―  503,808  

５ 減損損失 ※６ 1,614,333  ―  1,954,912  

６ 投資有価証券売却損  ―  1,384  350  

７ 投資有価証券評価損  ―  119  ―  

８ ゴルフ会員権評価損  ―  ―  6,800  

９ 保険積立金解約損  ―  ―  19,593  

10 貸倒引当金繰入額  171,636  32,248  173,020  

11 子会社清算損  ―  5,914  ―  

12 従業員割増退職金  1,743  ―  1,743  
13 役員退職慰労引当金 

繰入額  ―  ―  269,132  

14 本社移転費用  ―  6,528  ―  

特別損失合計  2,313,245 74.8 175,090 7.8 2,997,200 41.4 
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(単位：千円) 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(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 百分比 金額 百分比 金額 百分比 

   ％  ％  ％ 

税金等調整前 
中間(当期)純損失 

 2,381,075 △77.0 16,403 △0.7 2,624,131 △36.3 

法人税、住民税 
及び事業税  9,036 0.3 21,369 1.0 18,129 0.3 

法人税等調整額  △111,830 △3.6 △2,780 △0.1 △55,022 △0.8 

少数株主利益又は 
損失(△)  △30,534 △1.1 1,852 0.1 △30,273 △0.4 

中間(当期)純損失  2,247,747 △72.6 36,843 △1.7 2,556,965 △35.4 
        
(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 中間連結剰余金計算書 
                           (単位：千円) 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(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 金額 

(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 資本剰余金中間期末(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   △658,303  △658,303 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

１ 土地再評価差額金取崩額  235,578 235,578 51,526 51,526 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

１ 中間(当期)純損失  2,247,747 2,247,747 2,556,965 2,556,965 

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末)残高   △2,670,471  △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 中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

               （単位：千円） 

株主資本 

資本剰余金 項目 
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高 1,846,297 648,400 1,039,545 1,687,945 

当中間連結会計期間中の変動額 

 中間純損失     

当中間連結会計期間の変動額合計 ― ― ― ― 

平成18年９月30日残高 1,846,297 648,400 1,039,545 1,687,945 

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
項目 

繰越利益剰余金 
利益剰余金合計 

自己株式 
株主資本合計 

平成18年３月31日残高 △3,163,741 △3,163,741 △1,090 369,410 

当中間連結会計期間中の変動額 

 自己株式の取得   △27 △27 

 中間純利益 △36,843 △36,843  △36,843 

株主資本以外の項目の中間連結会

計期間中の変動額（純額） 
△15,752 △15,752 

 

△15,752 

当中間連結会計期間の変動額合計 △52,596 

 

△52,596 △27 △52,623 

平成18年９月30日残高 △3,216,338 △3,216,338 △1,1117 316,787 

 

評価・換算差額等 

項目 
土地再評価差額金 

その他有価証券

評価差額金 

為替換算調整 

勘定 

評価・換算差額等

合計 

平成18年３月31日残高 122,459 4,253 △2,941 123,772 

当中間連結会計期間中の変動額 

 自己株式の取得     

 中間純利益     

株主資本以外の項目の中間連結会

計期間中の変動額（純額） 
15,752 △2,861 10 12,902 

当中間連結会計期間の変動額合計 15,752 △2,861 10 12,901 

平成18年９月30日残高 138,211 1,392 △2,930 136,674 
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（単位：千円） 

項目 少数株主持分 純資産合計 

平成18年３月31日残高 36,549 529,732 

当中間連結会計期間中の変動額 

 自己株式の取得  △27 

 中間純利益  △36,843 

株主資本以外の項目の中間連結会

計期間中の変動額（純額） 
△11 △13,998 

当中間連結会計期間の変動額合計 △11 △50,869 

平成18年９月30日残高 25,401 

829 

478,863 
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⑤ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 
(単位：千円) 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 
(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 金額 金額 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 
 

   

１ 税金等調整前中間(当期)純損失  △2,381,075 △16,403 △2,624,131 

２ 減価償却費  64,141 45,137 119,039 

３ 減損損失  1,614,333 ― 1,954,912 

４ 貸倒引当金の増加額(△は減少)  187,806 △36,088 △133,505 

５ 賞与引当金の増加額(△は減少)  550 78,226 721 

６ 退職給付引当金の 
増加額(△は減少) 

 
 

△21,461 △955 △52,394 

７ 役員退職慰労引当金の増加額  ― 3,234 282,050 

８ 受取利息及び受取配当金  △2,121 △726 △2,767 

９ 支払利息  84,432 58,233 159,064 

10 新株発行費償却  ― ― 4,577 

11 為替差損益（△は利益）  △100 68 403 

12 事業再編損失  525,463 ― 503,808 

13 事業再編損失戻入益  ― △50,000 ― 

14 ゴルフ会員権売却損益  ― △7,461 6,720 

15 投資有価証券売却損益 
(△は利益) 

 
 

― 1,384 △2,625 

16 有形・無形固定資産除売却損  68 107,285 67,839 

17 有形・無形固定資産売却益  △104 △237,319 △101,810 

18 保険積立金解約損  ― ― 19,593 

19 従業員割増退職金  1,743 ― 1,743 

20 売上債権の減少額  511,958 605,098 710,635 

21 未成工事受入金の 
増加額(△は減少) 

 
 

302,042 443,227 △59,671 

22 たな卸資産の減少額(△は増加)  △355,200 △640,256 89,914 

23 仕入債務の減少額  △362,614 △92,829 △499,548 

24 その他  △75,749 △73,879 45,506 

小計  94,111 185,976 490,073 

25 利息及び配当金の受取額  1,755 703 2,313 

26 利息の支払額  △84,025 △57,389 △155,043 

27 役員退職慰労金の支払額  △1,653 ― △1,653 

28 従業員割増退職金の支払額  △2,705 △34,223 △2,705 

29 法人税等の支払額  △25,449 △22,908 △31,501 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 
 

△17,967 72,160 301,482 

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  △10,600 △30,600 △41,200 

２ 定期預金の払戻による収入  1,790 67,487 526,758 

３ 有形・無形固定資産の 
取得による支出 

 
 

△10,925 △17,354 △19,961 

４ 有形・無形固定資産の 
売却による収入 

 
 

3,610 602,441 392,315 

５ 投資有価証券の取得による支出  △2,959 △2,757 △5,701 

６ 投資有価証券の売却による収入  41,375 3,305 101,827 

７ 貸付けによる支出  △26 ― △26 

８ 貸付金の回収による収入  420 230 866 

９ 保険積立金解約による収入  ― ― 105,885 

10 その他  △563 △12,457 △3,432 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 
 

22,120 610,294 1,057,331 
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（単位：千円） 
 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 
(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 金額 金額 

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  800,000 871,600 2,020,000 

３ 短期借入金の返済による支出  △931,000 △916,080 △3,244,920 

４ 長期借入れによる収入  604,000 1,800,000 900,000 

５ 長期借入金の返済による支出  △819,417 △2,412,035 △1,758,160 

６ 配当金の支払額  △58 △16 △91 

７ その他  △135 △27 △240 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 
 

△346,611 △656,558 △1,588,601 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 
 

2,026 180 3,108 

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
増加額(△は減少) 

 
 

△340,431 26,075 △226,679 

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高  930,091 703,412 930,091 

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 ※１ 589,660 729,488 703,412 

     
(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。 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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 
 子会社のうち次の４社を
連結しております。 
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. 
 
前連結会計年度まで連結

の範囲に含んでおりました
ボーリング・テクノサービ
ス㈱は、当中間連結会計期
間中に清算結了したため、
連結の範囲から除外してお
ります。 

(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. 

 (2) 非連結子会社 
子 会 社 KOKEN(HONG 

KONG)LTD.の総資産、売上
高、中間純損益及び利益剰
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) 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 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、中間
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、中間純損益及び
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 連結子会社の中間決
算日(決算日)に関す
る事項 

 連結子会社の中間決算日は、
中間連結決算日と一致してお
ります。 

 同左  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。 

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 
中間連結会計期間末

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 
中間連結会計期間末

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） 
時価のないもの 

同左 

① 有価証券 
子会社株式 
同左 

 
その他有価証券 
時価のあるもの 
連結会計年度末日の

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 
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 

② たな卸資産 
同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  （追加情報） 
 たな卸資産の評価基準及び
評価方法は、従来、主として先
入先出法による原価法によっ
ておりましたが、前連結会計年
度の下期より、主として先入先
出法による低価法による評価
基準及び評価方法に変更いた
しました。 
 なお、前中間連結会計期間に
おいて変更後の評価基準及び
評価方法を適用した場合は、た
な卸資産は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。 

 

 (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 
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。 

① 有形固定資産 
同左 

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 

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 

（3）繰延資産の処理
方法 

――――――― ――――――― 新株発行費 
 支出時に全額費用処理
しております。 

 (4) 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 

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
のうち当中間連結会計期間
の負担額を計上することと
しております。 

② 賞与引当金 
 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
担額を計上することとして
おります。 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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、当中間
連結会計期間末において発生
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
翌連結会計年度より費用処理
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、当中間
連結会計期間末において発生
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(９年～
12年)による按分額をそれぞ
れ発生の翌連結会計年度より
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
翌連結会計年度より費用処理
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給

に備えるため、内規に基づく
当中間連結会計期間末の要
支給額を計上しております。 

 （追加情報） 
   役員退職慰労引当金は、従

来、支出時の費用として処理
しておりましたが、前連結会
計年度の下期より、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。 

   なお、当該会計処理を前中
間連結会計期間に適用した
場合、前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。 

④ 役員退職慰労引当金 
役員の退職慰労金の支給

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。 

 (5) 中間連結財務諸表
(連結財務諸表)の
作成の基礎となっ
た連結会社の中間
財務諸表(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、中間
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、中間連結決算日の直物
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
資本の部における為替換算調整
勘定に含めております。 

外貨建金銭債権債務は、中
間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、中間連結決算日の
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、
換算差額は純資産の部におけ
る為替換算調整勘定に含めて
おります。  

 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、連結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、換算差額は資本の部にお
ける為替換算調整勘定に含めて
おります。 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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  同左 

 (7) 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 

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 

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 

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 

④ ヘッジ有効性評価の方法 
 同左 

 (8) その他中間連結財務
諸表(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 

消費税等の会計処理方法 
 同左 

５ 中間連結キャッシュ・
フロー計算書(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、手現現金、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  同左 
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中間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 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間連結会計期間から「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1,614,333千

円を計上し、減価償却費は当該変更前に比

して6,332千円減少しております。この結

果、経常損失が6,332千円減少し、税金等

調整前中間純損失が1,608,000千円増加し

ております。 

 また、減損損失累計額については、改正

後の中間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。 

――――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

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。 

 

（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。 
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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。たな卸資産について、従来、製品・商品

については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。 

  （役員退職慰労引当金の計上） 

  役員退職慰労引当金について、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、税引前中間純損失は

255,076千円増加しておりました。 
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等） 

 当中間連結会計期間から「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」（企

業会計基準委員会 平成17年12月９日 企

業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８号）を

適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありませ

ん。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は453,461千円であります。 

 中間連結財務諸表規則の改正により、当

中間連結会計期間における中間連結財務諸

表は、改正後の中間連結財務諸表規則によ

り作成しております。 

――――――― 
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表示方法の変更 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

（中間連結損益計算書） 

１ 前中間連結会計期間まで、営業外収益の「その他」に含めて表

示していました「為替差益」については、当中間連結会計期間に

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、前中間連結会計期間における営業外収益の「その他」に

含まれる「為替差益」は1,590千円であります。 

 

（中間連結損益計算書） 

１ 前中間連結会計期間まで、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、当中間連結会計

期間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、前中間連結会計期間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693千円であります。 

２ 前中間連結会計期間まで、特別損失の「その他」に含めて表示

していました「貸倒引当金繰入額」については、当中間連結会計

期間において特別損失の100分の10を超えたため、区分掲記いた

しました。 

  なお、前中間連結会計期間における特別損失の「その他」に含

まれる「貸倒引当金繰入額」は900千円であります。 
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注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 
(単位：千円) 

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額        

3,730,525 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額        

2,960,822 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額                 

3,391,393 

※２ 担保に供している資産及びこれに

対応する債務 

※２ 担保に供している資産及びこれに

対応する債務 

※２ 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 (1) 担保に供している資産 

定期預金 519,500 (―)

別段預金 33,772 (―)

受取手形 96,226 (―)

建物及び 
構築物 556,905 (370,261)

機械装置 
及び 
運搬具 

5,906 (5,906)

土地 2,284,936 (1,012,540)

計 3,497,246 (1,388,707)
 

定期預金 19,500 (―)

別段預金 26,725 (―)

受取手形 101,799 (―)

建物及び 
構築物 359,553 (342,854)

機械装置 
及び 
運搬具 

3,209 (3,209)

土地 1,511,121 (1,012,540)

計 2,021,910 (1,358,604)
 

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 (355,981)

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 (2) 上記に対応する債務 
短期 
借入金 

664,222 (―)

一年以内 
返済予定 
長期 
借入金 

1,170,576 (821,080)

長期 
借入金 1,079,735 (73,650)

計 2,914,534 (894,730)
 

短期 
借入金 

780,000 (―)

一年以内 
返済予定 
長期 
借入金 

323,480 (323,480)

長期 
借入金 1,550,170 (1,550,170)

計 2,653,650 (1,873,650)
 

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。 

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。 

 ３ 保証債務 9,408
 

 ３ 保証債務 5,810
 

 ３ 保証債務 7,609
 

 ４ 受取手形割引高 663,175
 

 ４ 受取手形割引高 358,656
 

 ４ 受取手形割引高 501,690
 

※５ 財務制限条項 ※５ 財務制限条項 ※５ 財務制限条項 

（1）平成18年９月25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18年９月末現在の借入金残

高は、1,800,000千円であります。 

(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９月末現在の借入金

残高は、それぞれ、800,000千円、

996,000千円であります。 

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18年３月期の80％

以上に維持すること。 

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。 

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。 

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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前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(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。 

  なお、当該シンジケート・ロー

ン契約につきましては、平成17

年12月15日付けで、平成18年７月

31日までを期限とし、かつ、日立

建機株式会社による第三者割当

増資等の実行を条件として、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

の猶予を与える同意を得ており

ます。 

なお、平成15年９月26日、平成16年４

月23日及び平成17年８月15日締結のシ

ンジケート・ローン契約による借入金残

高につきましては、平成18年９月29日に

それぞれ一括返済を行いました。 

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。 

 (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17年９月末現在の借入金

残高は、504,000千円であります。 

 なお、平成18年３月末現在の借入金

残高は、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。 

 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。 

   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

ン契約につきましては、平成17

年12月15日付けで、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

与える同意を得ております。 

 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。 

※６   ――――― ※６ 中間連結会計期間末日満期手形 ※６   ――――― 

   中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については、手形交換日をもって決

算処理しております。 

  なお、当中間連結会計期間末日が金融

機関の休日であったため、次の中間連結

会計期間末日満期手形が、中間連結会計

期間末残高に含まれております。 

 

 受取手形 22,504

支払手形 40,127 
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 (中間連結損益計算書関係) 
 (単位：千円) 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの ※１ 販売費及び一般管理費の主なもの ※１ 販売費及び一般管理費の主なもの 

貸倒引当金繰入額 22,140

給与手当 287,995

退職給付費用 12,212

減価償却費 33,090 

貸倒引当金繰入額 5,168

給与手当 247,651

退職給付費用 11,374

役員退職慰労引当金
繰入額 3,234

減価償却費 14,046 

貸倒引当金繰入額 68,435

給与手当 559,915

退職給付費用 23,471

役員退職慰労引当金
繰入額 12,918

減価償却費 54,385 
※２ 固定資産売却益の内訳は、次のと

おりであります。 

その他(貸与資産) 104

計 104
 

※２ 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 12,101

土地 222,216
その他（機械装置及び
運搬具） 

306

その他(貸与資産) 2,694

計 237,319
 

※２ 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
 

※３    ――――― ※３ 固定資産売却損の内訳は、次のと

おりであります。 

建物及び構築物 101,867 

その他(貸与資産) 70 

計 101,937 
 

※３ 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
 

※４ 固定資産除却損の内訳は、次のと

おりであります。 

その他 
(工具器具及び備品) 68 

計 68 
 

※４ 固定資産除却損の内訳は、次のと

おりであります。 

その他（機械装置及び
運搬具） 2,670

その他(貸与資産) 1,094

その他 
(工具器具及び備品) 1,291

その他 291

計 5,347
 

※４ 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
 

※５ 事業再編損失の内訳は、次のとお

りであります。 

工場移転費用 50,000

従業員早期 
割増退職金 47,120

たな卸資産処分損 428,343

計 525,463
 

※５    ――――― ※５ 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
 

※６ 減損損失 

   当社グループは、減損損失の算定

に当たって、継続的に収支を把握し

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、研修所、寮・

社宅、保養所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。 

※６    ――――― ※６ 減損損失 

    当社グループは、減損損失の算定に

当たって、継続的に収支を把握して

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。 
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

   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(1,614,333千円)として以下のと

おり特別損失に計上しております。 

     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。 

(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

機械及び装置ほか 30,358

計 413,319
 

 (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有する土

地、建物) 

土地 723,553

建物 124,850

計 848,404
 

 (2) 賃貸事業 

(千代田区神田神保町に有する土地、

建物) 

土地 723,553

建物及び構築物 124,850

計 848,404
 

(3) 遊休資産 

(福岡県筑後市内に保有する土

地） 

土地 46,461
 

 (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
 

(4) 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

機械及び装置ほか 21,650

計 306,147
 

 

(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
 

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。 

 

(7) 売却予定資産 

(神奈川県厚木市内に保有する社宅

用地) 

土地 3,125
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  (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
 

  なお、当該資産の回収可能価額

は、使用価値、不動産鑑定士による

鑑定評価額、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。 
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１.発行済株式に関する事項                                       （単位：株） 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末 

普通株式 8,970,111 ― ― 8,970,111 

 

２.自己株式に関する事項                                        （単位：株） 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末 

普通株式 2,424 95 ― 2,519 

（変動事由の概要） 

  増加は単元未満株式の買取りによるものです。 

 

３.新株予約件等に関する事項                                     （単位：千円） 

目的となる株式の数（千株） 

会社名 内訳 目的となる
株式の種類 前連結

会計年度
末 

増加 減少 
当中間

連結会計
期間末 

当中間連結会計 

期間末残高 

提出会社 平成17年新株
予約権 

普通株式 141 ― 3 138 54,372 

（注）目的となる株式の数の減少は、新株予約権者の退職によるものです。 

 

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
(単位：千円) 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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中間期末残

高と中間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９月30日現在) 

現金及び預金 1,179,438

預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金 △36,506

担保に供している 
定期預金等 △553,272

現金及び現金同等物 589,660
 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間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９月30日現在) 

現金及び預金 787,213

預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金 △11,500

担保に供している 
定期預金等 △46,225

現金及び現金同等物 729,488
 

※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 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30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 

1,984,680 1,109,498 3,094,179 ― 3,094,179 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 28,408 ― 28,408 (28,408) ― 

計 2,013,088 1,109,498 3,122,587 (28,408) 3,094,179 

営業費用 1,980,435 1,101,621 3,082,056 (28,237) 3,053,818 

営業利益 32,652 7,877 40,530 170 40,360 

(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 

 当中間連結会計期間から「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1,614,333千円を計上し、減価償却費は当該変更前に比して6,332千円減少して
おります。この結果、営業利益が6,332千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2,955千円減少した結果、営業利益が2,955千円増加して
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3,376千円減少した結果、営業利益が3,376千円増加して
おります。 

 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30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 

1,690,941 538,555 2,229,496 ― 2,229,496 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 547 846 1,394 (1,394) ― 

計 1,691,488 539,402 2,230,891 (1,394) 2,229,496 

営業費用 1,638,651 627,130 2,265,782 (1,405) 2,264,376 

営業利益又は営業損失（△） 52,837 △87,728 △34,891 11 △34,879 

(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 
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前連結会計年度(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 

(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、営業費用はそれぞれ1,420千円、
12,918千円増加し、営業利益はそれぞれ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それぞれ1,420千円、7610千円増加した結果、営業利益がそ
れぞれ同額減少しております。 

(2) 工事施工関連事業……………営業費用が当該変更前に比して役員退職慰労引当金の計上により5,307千円増加した結果、
営業利益が同額減少しております。 



 

 - 34 - 

２ 所在地別セグメント情報 

 前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日)、当中間連結会計期間(自 平成18年４月１

日 至 平成18年９月30日)及び前連結会計年度(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 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30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 134,514 78,965 23,863 10,671 248,014 

Ⅱ連結売上高 ― ― ― ― 3,094,179 

Ⅲ連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

4.3 2.6 0.8 0.3 8.0 

(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…………………ブルキナファソ、ザンビア、タンザニア、ウガンダ 

(2) アジア地域……………………マレーシア、トルコ、ベトナム、中国、韓国 

(3) 中南米地域……………………エクアドル 

(4) その他の地域…………………アルメニア 

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。 

 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 
(単位：千円) 

 アフリカ地域 アジア地域 計 

Ⅰ海外売上高 5,159 123,814 128,973 

Ⅱ連結売上高 ― ― 2,229,496 

Ⅲ連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

0.2 5.6 5.8 

(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…………………ザンビア、タンザニア、モーリタニア 

(2) アジア地域……………………インドネシア、ラオス、ベトナム、マレーシア、韓国 

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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前連結会計年度(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。 
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リース取引 
(単位：千円) 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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中間期末残高

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中間期末残高

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 

中間 
期末残高 
相当額 

機械装置 
及び運搬具 

12,852 9,977 2,875 

その他 
(有形固定 
資産) 

75,444 44,280 31,164 

無形固定資産 28,302 8,490 19,811 

合計 116,598 62,748 53,850 

 

 
取得価額 
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

中間 
期末残高 
相当額 

機械装置 
及び運搬具 

5,460 4,550 910 

その他 
(有形固定 
資産) 

69,607 35,391 34,216 

無形固定資産 28,302 14,151 14,151 

合計 103,369 54,092 49,277 

 

 
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

リース料中間期末残高が有形固定

資産の中間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。 

同左    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) 未経過リース料中間期末残高相当額 

１年以内 21,815

１年超 32,034

合計 53,850
  

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額 

１年以内 18,200

１年超 31,076

合計 49,277
 

(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、未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース料中間期

末残高が有形固定資産の中間期末

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。 

同左    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 14,983

減価償却費相当額 14,983
  

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 10,980

減価償却費相当額 10,980
 

(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 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 
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有価証券 

前中間連結会計期間末(平成17年９月30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 
中間連結貸借 
対照表計上額 

差額 

① 株式 15,711 22,836 7,125 

② 債券    

国債・地方債等 50,070 50,045 △25 

社債 ― ― ― 

その他 ― ― ― 

③ その他 ― ― ― 

計 65,781 72,881 7,100 

(注) 株式の減損にあたっては、当中間連結会計期間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、当中間連結会計期間における最高値・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 中間連結貸借対照表計上額 

非上場株式(店頭売買株式を除く) 11,046 
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当中間連結会計期間末(平成18年９月30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 
中間連結貸借 
対照表計上額 差額 

① 株式 13,491 16,053 2,561 

② 債券    

国債・地方債等 ― ― ― 

社債 ― ― ― 

その他 ― ― ― 

③ その他 ― ― ― 

計 13,491 16,053 2,561 

(注) 当中間会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について119千円減損処理を行っております。 

株式の減損にあたっては、当中間連結会計期間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、当中間連結会計期間における最高値・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 中間連結貸借対照表計上額 

非上場株式 9,200 
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前連結会計年度末(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 9,939 15,288 5,348 

② 債券    

国債・地方債等 50,070 50,265 195 

社債 ― ― ― 

その他 ― ― ― 

③ その他 ― ― ― 

計 60,009 65,553 5,543 

(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 

 

デリバティブ取引 

前中間連結会計期間末(平成17年９月30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。 

 

当中間連結会計期間末(平成18年９月30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。 

 

前連結会計年度末(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。 
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１株当たり情報 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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 45.39円 １株当たり純資産額 50.57円 １株当たり純資産額 55.00円 

１株当たり中間純損失 337.09円
 

１株当たり中間純損失 4.11円
 

１株当たり当期純損失 367.87円
 

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、１株当たり中間純損失

が計上されているため記載しておりませ

ん。 

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、１株当たり中間純損失

が計上されている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株当たり中間純損失の算定上の基礎 

中間純損失 

2,247,747千円 

普通株主に帰属しない金額 

―千円 

普通株式に係る中間純損失 

2,247,747千円 

普通株式の期中平均株式数 

6,668千株 

１株当たり中間純損失の算定上の基礎 

中間純損失 

36,843千円 

普通株主に帰属しない金額 

―千円 

普通株式に係る中間純損失 

36,843千円 

普通株式の期中平均株式数 

8,967千株 

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 

 

重要な後発事象 

 該当事項はありません。
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生産、受注及び販売の状況 

（1）生産実績 

  当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日） 

比較増減 
事業の種類別 

セグメントの名称 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 
前年同期比

（％） 

ボーリング機器関連事業 1,235,889 1,045,822 △190,067 △15.4 

工事施工関連事業 1,685,637 1,220,099 △465,537 △27.6 

合計 2,921,526 2,265,921 △655,604 △22.4 

（注）１ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 金額は、販売価格によっております。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

（2）受注実績 

当中間連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

比較増減 
事業の種類別 

セグメントの名称 
受注高 

（千円） 

受注残高 

（千円） 

受注高 

（千円） 

受注残高 

（千円） 

受注高 

（千円） 

受注残高 

（千円） 

ボーリング機器関連事業 1,961,763 269,090 1,723,666 377,553 △238,097 ＋108,462 

工事施工関連事業 1,678,119 1,978,953 1,284,474 1,901,351 △393,645 △77,601 

合計 3,639,883 2,248,043 3,008,140 2,278,904 △631,742 ＋30,861 

（注）１  セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

（3）販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 

 至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日） 

比較増減 
事業の種類別 

セグメントの名称 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 
前年同期比

（％） 

ボーリング機器関連事業 1,984,680 1,690,941 △293,739 △14.8 

工事施工関連事業 1,109,498 538,555 △570,943 △51.5 

合計 3,094,179 2,229,496 △864,682 △27.9 

（注）１ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

    ３ 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分の10未満であったため、記載を省略しておりま

す。 

 


