
 

 
 

平成 19 年３月期  個別中間財務諸表の概要             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            配当支払開始日 平成―年―月―日 
単元株制度採用の有無            有(１単元 100株) 
１． 18年９月中間期の業績(平成18 年４月１日～平成18 年９月30 日) 
(1) 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 

2,030  (△25.6) 
2,728  ( △2.6) 

     △52  ( ―) 
24   ( ―) 

    △163   (  ―) 
△86  ( ―)  

18 年３月期 6,066           369         183        
 
 

中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

 百万円    ％ 円   銭 

18 年９月中間期 
17 年９月中間期 

△36    ( ―) 
△2,100   ( ―) 

△4  11 
△314  93 

18 年３月期 △2,535         △364   81 

 
 
 

 (注)①期中平均株式数 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 
    ②会計処理の方法の変更    無 
     ③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)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 

7,310   
9,491   

569  
544   

7.8   
5.7   

63   51 
81   73 

18 年３月期 7,992   607   7.6   67   78 
   (注)①期末発行済株式数 18 年９月中間期 8,967,592 株 17年９月中間期 6,667,966 株 18年３月期 8,967,687 株 

②期末自己株式数  18 年９月中間期     2,519 株 17年９月中間期     2,145 株 18年３月期    2,424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) 

 売 上 高     経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

通   期 6,085   100   168   

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 18円 73銭 
 
３．配当状況 
・現金配当 1 株当たり配当金（円） 
 中間期末 期末 年間 
18 年３月期 ― ― ― 

19 年３月期（実績） ― ― 
19 年３月期（予想） ― ― 

― 

 

 

 
 

※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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中間財務諸表等 

（1）中間財務諸表 

① 中間貸借対照表 

(単位：千円) 

  
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(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 ※２ 911,928  508,252  611,181  

２ 受取手形 ※２ 617,464  555,889  442,437  

３ 売掛金  791,827  766,169  662,181  

４ 完成工事未収入金  365,822  120,400  733,576  

５ たな卸資産  2,254,050  2,502,123  2,021,071  

６ 繰延税金資産  96,015  ―  ―  

７ その他  373,065  259,931  319,301  

貸倒引当金  △23,300  △19,200  △20,400  

流動資産合計  5,386,873 56.8 4,693,566 64.2 4,769,351 59.7 

Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産        

(1) 建物 
※１ 
 ２ 699,363  398,353  556,657  

(2) 土地 ※２ 2,143,113  1,528,918  1,825,378  

(3) その他 
※１ 
 ２ 242,824  219,569  234,569  

有形固定資産合計  3,085,301 32.5 2,146,841 29.4 2,616,605 32.7 

２ 無形固定資産  20,562 0.2 6,332 0.1 20,482 0.3 

３ 投資その他の資産        

(1) 投資有価証券  26,478  17,365  22,990  

(2) 関係会社株式  288,350  89,259  212,350  

(3) 関係会社長期貸付金  615,000  460,000  460,000  

(4) 長期固定化債権  380,649  410,916  411,441  

(5) 破産更生債権等  784,389  367,370  412,228  

(6) その他  269,707  122,920  106,403  

貸倒引当金  △1,365,527  △1,003,750  △1,039,124  

投資その他の資産合計  999,048 10.5 464,080 6.3 586,290 7.3 

固定資産合計  4,104,912 43.2 2,617,255 35.8 3,223,378 40.3 

資産合計  9,491,786 100.0 7,310,821 100.0 7,992,729 100.0 
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(単位：千円) 

前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(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  944,315  749,594  846,117  

２ 買掛金  251,356  222,377  199,432  

３ 工事未払金  108,532  123,435  113,267  

４ 短期借入金 
※２ 
 ６ 2,511,500  1,373,100  1,517,580  

５ 一年以内返済予定 
  長期借入金 

※２ 
 ６ 

1,741,298  483,480  1,500,878  

６ 未払費用  243,515  143,475  273,620  

７ 未払法人税等  14,346  15,749  23,171  

８ 賞与引当金  ―  67,158  ―  

９ その他 ※５ 406,207  524,433  278,798  

流動負債合計  6,221,072 65.6 3,702,803 50.6 4,752,866 59.5 

Ⅱ 固定負債        

１ 長期借入金 
※２ 
 ６ 1,640,826  1,762,170  1,356,807  

２ 繰延税金負債  2,178  671  1,812  

３ 再評価に係る 
  繰延税金負債 

 243,026  203,573  203,573  

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

５ 役員退職慰労引当金  ―  264,284  261,050  

固定負債合計  2,725,726 28.7 3,038,505 41.6 2,632,005 32.9 

負債合計  8,946,799 94.3 6,741,308 92.2 7,384,872 92.4 
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(単位：千円) 

前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(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 

   ％  ％  ％ 

(資本の部)        

Ⅰ 資本金  1,595,597 16.8 ― ― 1,846,297 23.1 

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  1,039,545  ―  1,039,545  

   資本剰余金合計  1,439,545 15.2 ― ― 1,687,945 21.1 

Ⅲ 利益剰余金        

 １ 中間（当期）未処理損失  2,430,334  ―  3,050,077  

   利益剰余金合計  △2,430,334 △25.6 ― ― △3,050,077 △38.1 

Ⅳ 土地再評価差額金  △61,593 △ 0.7 ― ― 122,459 1.5 

Ⅴ その他有価証券評価差額金  2,757 0.0 ― ― 2,322 0.0 

Ⅵ 自己株式  △985 △0.0 ― ― △1,090 △0.0 

資本合計  544,987 5.7 ― ― 607,856 7.6 

負債資本合計  9,491,786 100.0 ― ― 7,992,729 100.0 

        

(純資産の部)        

Ⅰ 株主資本        

１ 資本金  ― ― 1,846,297 25.2 ― ― 

２ 資本剰余金        

   （1）資本準備金  ― ― 648,400 8.9 ― ― 

   （2）その他資本剰余金  ― ― 1,039,545 14.2 ― ― 

        資本剰余金合計  ― ― 1,687,945 23.1 ― ― 

３ 利益剰余金        

   その他利益剰余金        

    繰越利益剰余金  ―  △3,102,654  ―  

    利益剰余金合計  ― ― △3,102,654 △42.4 ― ― 

４ 自己株式  ― ― △1,117 △0.0 ― ― 

株主資本合計  ― ― 430,471 5.9 ― ― 

Ⅱ 評価・換算差額等        

１ 土地再評価差額金  ― ― 138,211 1.9 ― ― 

２ その他有価証券評価差額
金 

 ― ― 829 0.0 ― ― 

評価・換算差額等合計  ― ― 139,041 1.9 ― ― 

純資産合計  ― ― 569,512 7.8 ― ― 

負債純資産合計  ― ― 7,310,821 100.0 ― ― 

        

(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 中間損益計算書 

(単位：千円) 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(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  2,728,770 100.0 2,030,812 100.0 6,066,417 100.0 

Ⅱ 売上原価  2,083,399 76.3 1,518,225 74.8 4,491,749 74.0 

売上総利益  645,371 23.7 512,587 25.2 1,574,668 26.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  620,470 22.8 565,425 27.8 1,205,526 19.9 

営業利益又は 
営業損失(△) 

 24,900 0.9 △52,838 △2.6 369,141 6.1 

Ⅳ 営業外収益 ※１ 14,099 0.5 12,972 0.6 34,009 0.6 

Ⅴ 営業外費用 ※２ 125,510 4.6 123,222 6.0 219,669 3.7 

経常利益又は 
経常損失（△） 

 △86,510 △3.2 △163,088 △8.0 183,481 3.0 

Ⅵ 特別利益 ※３ 704 0.0 295,981 14.6 34,634 0.6 

Ⅶ 特別損失 ※４ 2,115,924 77.5 161,399 8.0 2,791,079 46.0 

税引前中間(当期)純損失  2,201,730 △80.7 28,506 △1.4 2,572,963 △42.4 

法人税、住民税及び 
事業税 

 7,894 0.3 8,318 0.4 15,788 0.3 

法人税等調整額  △ 109,614 △4.0 ― ― △53,051 △0.9 

中間(当期)純損失  2,100,010 △77.0 36,824 △1.8 2,535,700 △41.8 

前期繰越損失   565,903  ―  565,903  

土地再評価差額金取崩額  235,578  ―  51,526  

中間(当期)未処理損失  2,430,334  ―  3,050,077  

        
(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中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間（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 

当中間会計期間中の変動額 

 中間純損失     

当中間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 △3,050,077 △3,050,077 △1,090 483,075 

当中間会計期間中の変動額 

 自己株式の取得   △27 △27 

 中間純利益 △36,824 △36,824  △36,824 

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純

額） 

△15,752 △15,752 

 

△15,752 

当中間会計期間の変動額合計 △52,576 △52,576 △27 △52,604 

平成18年９月30日残高 △3,102,654 △3,102,654 △1,1117 430,471 

 

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 

評価・換算差額

等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高 122,459 2,322 124,781 607,856 

当中間会計期間中の変動額 

 自己株式の取得    △27 

 中間純利益    △36,824 

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純

額） 

15,752 △1,492 14,259 △1,492 

当中間会計期間の変動額合計 15,752 △1,492 14,259 △38,344 

平成18年９月30日残高 138,211 829 139,041 569,512 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 資産の評価基準及び

評価方法 

(1) 有価証券 

① 子会社株式及び関連

会社株式 

移動平均法による原

価法 

② その他有価証券 

時価のあるもの 

中間会計期間末日の

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 

① 子会社株式 

 移動平均法による原価

法 

 

② その他有価証券 

時価のあるもの 

中間会計期間末日の

市場価格に基づく時価

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 

① 子会社株式 

 同左 

 

 

② その他有価証券 

時価のあるもの 

期末日の市場価格等

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 

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 

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 

（追加情報） 

たな卸資産の評価基準

及び評価方法は、従来、

原価法によっておりまし

たが、前事業年度の下期

より、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、税引前中間純損

失は同額増加しておりま

した。 

(2) たな卸資産 

 同左 

２ 固定資産の減価償却

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     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。 

(1) 有形固定資産 

 同左 

(1) 有形固定資産 

 同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (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) 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 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

込額のうち当期の負担額

を計上することとしてお

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

中間会計期間末に発生して

いると認められる額を計上

しております。 

 なお、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、当中間会計期間末

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、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(９年～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。 

 なお、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。 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 ――――――― (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

事業年度の下期より、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

中間会計期間に適用した場

合、前中間会計期間 
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。 

(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

く期末要支給額を計上して

おります。 

５ 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、中

間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。 

 同左  外貨建金銭債権債務は、

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。 

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。 

 同左  同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

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。 

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 その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項 

(1) 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。 

(1) 消費税等の会計処理 

 

 同左 

(1) 消費税等の会計処理 
 

 同左 
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中間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) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(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765,928
千円を計上し、減価償却費は当該変
更前に比して2,955千円減少しており
ます。この結果、経常損失が2,955千
円減少し、税引前中間純損失が
762,972千円増加しております。 

  なお、減損損失累計額については、
改正後の中間財務諸表等規則に基づき
当該各資産の金額から直接控除してお
ります。 

――――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 
 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、税引前当
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、改正後の財務諸表等規則に基づ
き当該各資産の金額から直接控除し
ております。 

――――――― ――――――― （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。 
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前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――――――― ――――――― （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、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、税引前中間純損失は255,076
千円増加しておりました。 

――――――― （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兵営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569百万円であり
ます。 

――――――― 

 

 中間財務諸表等規則の改正によ
り、 当中間会計期間における中間
財務諸表は、改正後の中間財務諸表
等規則により作成しております。 
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 注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

(単位：千円) 
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額         3,371,336 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額         2,825,395 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額         3,196,243 

※２ 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 33,772 (―)

受取手形 96,226 (―)

建物 516,402 (363,108)

構築物 7,152 (7,152)

機械及び 
装置 5,906 (5,906)

土地 2,096,732 (1,012,540)

計 3,275,692 (1,388,707)
 

※２ 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 26,725 (―) 

受取手形 101,799 (―) 

建物 352,997 (336,298) 

構築物 6,556 (6,556) 

機械及び 
装置 3,209 (3,209) 

土地 1,511,121 (1,012,540) 

計 2,021,910 (1,358,604) 
 

※２ 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 664,222 (―)

一年以内 
返済予定 
長期 
借入金 

1,132,080 (821,080)

長期 
借入金 999,927 (73,650)

計 2,796,230 (894,730)

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  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) 

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。 

 ３ 保証債務 64,712
 

 ３ 保証債務 5,810
 

 ３ 保証債務 7,609
 

 ４ 受取手形割引高 574,244
 

 ４ 受取手形割引高 286,175
 

 ４ 受取手形割引高 361,859
 

※５ 消費税等の取扱い 

    仮払消費税及び仮受消費税

は相殺のうえ、流動負債の

「その他」に含めて表示して

おります。 

※５ 消費税等の取扱い 

   同左 

※５    ――――― 

※６ 財務制限条項 

(1) 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。 

※６ 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。 

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。 

 

※６ 財務制限条項 

(1) 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％以上に維持すること。 

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18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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前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

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。 

③ 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) 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。 

 (2) 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。 

 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。 

※７   ――――― ※７ 中間会計期間末日満期手形 ※７   ――――― 

  中間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、当中間会計期間末日が金融

機関の休日であったため、次の中間

会計期間末日満期手形が、中間会計

期間末残高に含まれております。 

 

 受取手形 22,504

支払手形 11,378

営業外支払手形 22,671 
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(中間損益計算書関係) 

(単位：千円) 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 921

受取配当金 729

賃貸収入 8,238
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 363

受取配当金 248

賃貸収入 2,521

スクラップ収入 2,963

為替差益 1,857
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 1,339

受取配当金 758

賃貸収入 14,482

スクラップ収入 8,846
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 83,217

支払手数料 37,648
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 58,518

支払手数料 62,298
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 157,331

支払手数料 49,557

新株発行費償却 4,577
 

※３ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金戻入益 600

固定資産売却益 104
 

※３ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金戻入益 1,200

固定資産売却益 237,319
ゴルフ会員権売却
益 7,461

事業再編損失戻入
益 50,000

 

※３ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金戻入益 19,033

固定資産売却益 12,843
ゴルフ会員権売却
益 80

投資有価証券売却
益 2,677

 
なお、固定資産売却益の内訳

は、次のとおりであります。 

貸与資産 104
 

なお、固定資産売却益の内訳

は、次のとおりであります。 

建物 12,101

機械及び装置 306

貸与資産 2,694

土地 222,216

計 237,319
 

なお、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
 

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損 68

事業再編損失 525,463

貸倒引当金繰入額 481,636

子会社株式評価損 341,084
 

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産売却損 101,937

固定資産除却損 1,712

貸倒引当金繰入額 40
投資有価証券売却
損 

1,384

投資有価証券評価
損 119

子会社整理損 49,677

本社移転費用 6,528
 

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産売却損 22

固定資産除却損 7,271

事業再編損失 503,808

減損損失 1,106,507

貸倒引当金繰入額 482,950
投資有価証券売却
損 165

ゴルフ会員権売却
損 6,800

子会社株式評価損 414,084

保険積立金解約損 19,593

従業員割増退職金 1,743

役員退職慰労引当
金繰入額 248,132

 
なお、固定資産除却損の内訳

は、次のとおりであります。 

工具器具及び備品 68
 

なお、固定資産売却損の内訳

は、次のとおりであります。 

建物 101,592

構築物 274

貸与資産 70

計 101,937
 

なお、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
 

また、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 47,120

その他 50,000

計 525,463
 

また、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 0

貸与資産 1,094

工具器具及び備品 618

計 1,712
 

また、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

車輌運搬具 42

工具器具及び備品 501

計 7,271
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(単位：千円) 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  また、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 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、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。 

   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

（765,928千円）として以下のと

おり特別損失に計上しておりま

す。 

※５    ――――― ※５ 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 29,297

構築物 2,925

機械及び装置ほか 30,358

計 413,319
 

(2) 遊休資産 

(福岡県筑後市内に保有する土

地) 

土地 46,461
 

 (2) その他事業資産 

(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
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(単位：千円) 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(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
 

(3) 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

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、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。 

 

(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

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
 

  (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。 

 ６ 減価償却実施額 

有形固定資産 60,081

無形固定資産 91
 

 ６ 減価償却実施額 

有形固定資産 43,160

無形固定資産 80
 

 ６ 減価償却実施額 

有形固定資産 110,787

無形固定資産 171
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（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式に関する事項 

（単位：株） 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式 2,424 95 ― 2,519 

 

（2）リース取引 

(単位：千円) 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(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 

 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 

 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 

(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 

(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 

その他 
(有形固定 
資産) 

81,570 52,219 29,350 

無形固定資産 28,302 8,490 19,811 

合計 109,872 60,710 49,162 

 

 
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 

その他 
(有形固定 
資産) 

68,341 36,558 31,783 

無形固定資産 28,302 14,151 14,151 

合計 96,643 50,709 45,934 

 

 
取得価額 
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

期末残高 
相当額 

その他 
(有形固定 
資産) 

69,058 47,710 21,348 

無形固定資産 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 20,470

１年超 28,691

合計 49,162
  

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 16,855

１年超 29,078

合計 45,934
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 17,247

１年超 21,082

合計 38,329
 

   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 14,310

減価償却費相当額 14,310
  

(3) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 10,307

減価償却費相当額 10,307
 

(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 

  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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（3）有価証券 

前中間会計期間末(平成17年９月30日) 

 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。 

 

当中間会計期間末(平成18年９月30日) 

 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。 

 

前事業年度末(平成18年３月31日) 

 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。 

 

（4）１株当たり情報 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 

     

（5）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

 

 前中間会計期間末(平成17年９月30日) 

 該当事項はありません。 

 

当中間会計期間末(平成18年９月30日) 

 該当事項はありません。 

 

前事業年度末(平成18年３月31日) 

 該当事項はありません。 

 


