
－1－ 

                                 
平成 19 年 12 月 19 日 

各      位 

会 社 名  鉱研工業株式会社 

代表者名  代表取締役社長 末永 幸紘 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード６２９７） 

問合せ先  取締役管理本部長 大谷 幸彦 

電話  ０３－６９０７－７８８８ 

 

（修正）修正後発事象の発生に伴う平成 20 年３月期中間決算短信の修正について 
 
平成 19 年 10 月 23 日付けで発表いたしました当社「平成 20 年３月期 中間決算短信」について、修正後発事象

が発生いたしましたので、下記のとおり修正いたします。 
 

記 
【修正事由】 
   当社の冬季賞与につきまして、11 月下旬における労働組合との交渉の結果、当初の賞与引当金を上回る支

給額が確定いたしましたが、これによる費用の増加を 12 月支給後の平成 20 年３月期第３四半期決算に反映
させるつもりでおりました。 

   しかし、今般の監査法人の監査において賞与引当金繰入額及びその賞与引当金に対する法定福利費増加を、
平成 19 年 10 月23 日に公表した平成 20 年３月期中間決算短信にも反映させるべきという指摘を受け、協議
の結果、修正を実施することにいたしました。 

   これにより、連結中間決算は賞与引当金繰入額が21百万円、法定福利費が２百万円の増加となりましたが、
原価計算によるたな卸資産への影響額８百万円を差し引いた 15 百万円について売上原価、販売費及び一般管
理費が増加することとなりました。そのため、営業利益 96 百万円（修正前 112 百万円）、経常利益41 百万円
（修正前 56 百万円）、中間純利益 35 百万円（修正前 50 百万円）となりました。 

   また、個別中間決算も同様の理由により、営業利益 67 百万円（修正前82 百万円）、経常利益13 百万円（修
正前 28 百万円）、中間純利益９百万円（修正前 24 百万円）となりました。 

   なお、平成 20 年３月期の連結業績予想および個別業績予想につきまして現時点での判断におきましては、
平成 19 年 10 月23 日付け中間決算短信の発表に変更はございません。 

 
【修正内容】 

 （1）１頁 「1.平成 19 年９月中間期の連結業績 （1）連結経営成績」の 19 年９月期 

 （修正前） （修正後） 

「営業利益」の金額 112 百万円 96 百万円 

「経常利益」の金額 56 百万円 41 百万円 

「中間（当期）純利益の金額 50 百万円 35 百万円 

1 株当たり中間（当期）純利益 5 円 63 銭 3 円 94 銭 

 

「（2）連結財政状態」の 19 年９月期 

 （修正前） （修正後） 

「総資産」の金額 7,805 百万円 7,813 百万円 

「純資産」の金額 819 百万円 803 百万円 

自己資本比率 10.3％ 10.1％ 

１株当たり純資産 89 円 33 銭 87 円 64 銭 

（参考）自己資本の 19 年９月期 801 百万円 785 百万円 
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（2）２頁 「（参考）個別業績の概要 1.平成 19 年９月中間期の個別業績 （1）個別経営成績」の 19 年９月期 

 （修正前） （修正後） 

「営業利益」の金額 82 百万円 67 百万円 

「経常利益」の金額 28 百万円 13 百万円 

「中間（当期）純利益の金額 24 百万円 9 百万円 

1 株当たり中間（当期）純利益 2 円 78 銭 1 円 09 銭 

 

「（2）個別財政状態」の 19 年９月期 

 （修正前） （修正後） 

「総資産」の金額 7,380 百万円 7,388 百万円 

「純資産」の金額 838 百万円 823 百万円 

自己資本比率 11.4％ 11.1％ 

１株当たり純資産 93 円 51 銭 91 円 82 銭 

（参考）自己資本の 19 年９月期 838 百万円 823 百万円 
 

（3）３頁 「1.経営成績（1）経営成績に関する分析」の文中 

（修正前） （修正後） 

（前略）・・・こうした結果、当中間連結

会計期間の連結売上高は前中間連結会計

期間比 41.6％増の3,156百万円、連結営

業利益は 112 百万円（前中間連結会計期

間は 34 百万円の損失）となり、借入金の

削減等による営業外費用の減少も加わ

り、連結経常利益は 56 百万円（前中間連

結会計期間は141 百万円の損失）、連結中

間純利益は50 百万円（前中間連結会計期

間は 36 百万円の損失）となりました。 

（前略）・・・こうした結果、当中間連結

会計期間の連結売上高は前中間連結会計

期間比 41.6％増の3,156百万円、連結営

業利益は96百万円（前中間連結会計期間

は 34百万円の損失）となり、借入金の削

減等による営業外費用の減少も加わり、

連結経常利益は41百万円（前中間連結会

計期間は141 百万円の損失）、連結中間純

利益は 35 百万円（前中間連結会計期間は

36 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 

①ボーリング機器関連事業 ①ボーリング機器関連事業 

（前略）・・・損益面では、コストダウン

の実現に注力したものの、競争激化によ

る販売価格の低下から原価率が上昇し、

営業損失19百万円（前中間連結会計期間

は 52百万円の利益）を計上しました。 

（前略）・・・損益面では、コストダウン

の実現に注力したものの、競争激化によ

る販売価格の低下から原価率が上昇し、

営業損失29百万円（前中間連結会計期間

は 52百万円の利益）を計上しました。 

②工事施工関連事業 ②工事施工関連事業 

（前略）・・・損益面では、完成工事高が

前中間連結会計期間に比べ大幅に増加し

たこと、原価管理の徹底が奏効し原価率

が低下したことから、営業利益 132 百万

円（前中間連結会計期間は87 百万円の損

失）を計上しました。 

（前略）・・・損益面では、完成工事高が

前中間連結会計期間に比べ大幅に増加し

たこと、原価管理の徹底が奏効し原価率

が低下したことから、営業利益 126 百万

円（前中間連結会計期間は87 百万円の損

失）を計上しました。 
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（4）４頁 「（2）財政状態に関する分析」の文中 

（修正前） （修正後） 

①資産、負債及び純資産の状況 ①資産、負債及び純資産の状況 

（資産の部） （資産の部） 

当中間連結会計期間末の総資産は、前連

結会計年度末に比べ287 百万円増加し、

7,805 百万円となりました。 

当中間連結会計期間末の総資産は、前連

結会計年度末に比べ295 百万円増加し、

7,813 百万円となりました。 

流動資産は・・・（中略）未成工事支出金

を中心としてたな卸資産が437 百万円、

完成工事未収入金が137 百万円増加した

ことにより、前連結会計年度末と比較し

て 242 百万円増加し、5,470 百万円とな

りました。 

流動資産は・・・（中略）未成工事支出金

を中心としてたな卸資産が445 百万円、

完成工事未収入金が137 百万円増加した

ことにより、前連結会計年度末と比較し

て 250 百万円増加し、5,478 百万円とな

りました。 

（負債の部） （負債の部） 

当中間連結会計期間末の負債合計は、前

連結会計年度に比べ237 百万円増加し、

6,986 百万円となりました。 

当中間連結会計期間末の負債合計は、前

連結会計年度に比べ260 百万円増加し、

7,009 百万円となりました。 

流動負債は、短期借入金 200 百万円の増

加、未成工事受入金を中心とするその他

流動負債 601 百万円の増加等により、前

連結会計年度と比較して 695 百万円増加

し、4,504 百万円となりました。 

流動負債は、短期借入金 200 百万円の増

加、未成工事受入金を中心とするその他

流動負債 604 百万円の増加等により、前

連結会計年度と比較して 718 百万円増加

し、4,527 百万円となりました。 

（純資産の部） （純資産の部） 

当中間連結会計期間末の純資産合計は、

中間純利益 50 百万円を計上したことか

ら、819 百万円となり、自己資本比率は

前連結会計年度末の 10.0％から 10.3％

となりました。 

当中間連結会計期間末の純資産合計は、

中間純利益 35 百万円を計上したことか

ら、803 百万円となり、自己資本比率は

前連結会計年度末の 10.0％から 10.1％

となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 ②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） （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

（前略）・・・支出の主な内訳は、たな卸

資産の増加額483 百万円、仕入債務の減

少額 134百万円であります。 

（前略）・・・支出の主な内訳は、たな卸

資産の増加額491 百万円、仕入債務の減

少額 134百万円であります。 

 

（5）５頁 「（2）財政状態に関する分析（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移」の平成 19 年９月中間期 

 （修正前） （修正後） 

自己資本比率 10.3％ 10.1％ 
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（6）９~11 頁 「４ 中間連結財務諸表 （1）中間連結貸借対照表」の当中間連結会計期間末欄 

 （修正前） （修正後） 

４ たな卸資産 2,749,458 千円 2,757,549 千円 

流動資産合計 5,470,562 千円 5,478,653 千円 

資産合計 7,805,491 千円 7,813,581 千円 

５ 賞与引当金 91,726 千円 112,806 千円 

６ その他 1,078,957 千円 1,081,139 千円 

流動負債合計 4,504,733 千円 4,527,996 千円 

負債合計 6,986,342 千円 7,009,605 千円 

３ 利益剰余金 △2,865,973 千円 △2,881,145 千円 

株主資本合計 667,141 千円 651,968 千円 

純資産合計 819,148 千円 803,976 千円 

負債純資産合計 7,805,491 千円 7,813,581 千円 

「有形固定資産合計」の構成比 26.9％ 26.8％ 

「無形固定資産合計」の構成比 0.1％ 0.2％ 

「流動負債合計」の構成比 57.7％ 58.0％ 

「固定負債合計」の構成比 31.8％ 31.7％ 

「負債合計」の構成比 89.5％ 89.7％ 

「利益剰余金」の構成比 △36.7％ △36.9％ 

「株主資本合計」の構成比 8.5％ 8.3％ 

「純資産合計」の構成比 10.5％ 10.3％ 

 

（6）12~13 頁 「４ 中間連結財務諸表 （2）中間連結損益計算書」の当中間連結会計期間欄 

 （修正前） （修正後） 

Ⅱ 売上原価 2,390,508 千円 2,398,898 千円 

売上総利益 766,441 千円 758,051 千円 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 654,398 千円 661,180 千円 

営業利益又は営業損失（△） 112,042 千円 96,870 千円 

経常利益又は経常損失（△） 56,918 千円 41,746 千円 

税金等調整前中間（当期） 

純利益又は中間純損失（△） 
61,340 千円 46,168 千円 

中間（当期）純利益又は 

中間純損失（△） 
50,456 千円 35,284 千円 

「Ⅱ 売上原価」の百分比 75.7％ 76.0％ 

「売上総利益」の百分比 24.3％ 24.0％ 

「Ⅲ 販売費及び一般管理費」

の百分比 
20.7％ 20.9％ 

「営業利益又は営業損失（△）」

の百分比 
3.6％ 3.1％ 
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 （修正前） （修正後） 

「経常利益又は経常損失（△）」

の百分比 
1.8％ 1.3％ 

「税金等調整前中間（当期）純

利益又は中間純損失（△）」の百

分比 

1.9％ 1.4％ 

「中間（当期）純利益又は中間

純損失（△）」の百分比 
1.6％ 1.1％ 

 

（7）15 頁 「４ 中間連結財務諸表 （3）中間連結株主資本等変動計算書」の当中間連結会計期間欄 

 （修正前） （修正後） 

利益剰余金欄の中間純利益 50,456 千円 35,284 千円 

利益剰余金欄の中間連結会計期

間中の変動額合計 
50,456 千円 35,284 千円 

利益剰余金欄の平成 19 年９月

30 日残高 
△2,865,973 千円 △2,881,145 千円 

株主資本合計欄の中間純利益 50,456 千円 35,284 千円 

株主資本合計欄の中間連結会計

期間中の変動額合計 
50,445 千円 35,272 千円 

株主資本合計欄の平成19年９月

30 日残高 
667,141 千円 651,968 千円 

純資産合計欄の中間純利益 50,456 千円 35,284 千円 

純資産合計欄の中間連結会計期

間中の変動額合計 
50,484 千円 35,311 千円 

純資産合計欄の平成 19 年９月

30 日残高 
819,148 千円 803,976 千円 

 

（8）17 頁 「４ 中間連結財務諸表 （4）中間連結キャッシュ・フロー計算書 Ⅰ 営業活動による 

キャッシュ・フロー」の当中間連結会計期間欄 

 （修正前） （修正後） 

税金等調整前中間（当期）純利

益又は中間純損失（△） 
61,340 千円 46,168 千円 

５ 賞与引当金の増加額 27,481 千円 48,561 千円 

18 たな卸資産の増加額 △483,013 千円 △491,103 千円 

20 その他 126,571 千円 128,753 千円 
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（9）34 頁 「（セグメント情報）の当中間連結会計期間欄 

 （修正前） （修正後） 

ボーリング機器関連事業欄の営

業費用 
1,725,967 千円 1,735,238 千円 

ボーリング機器関連事業欄の営

業利益又は営業損失（△） 
△19,991 千円 △29,263 千円 

工事施工関連事業欄の営業費用 1,320,380 千円 1,326,281 千円 

工事施工関連事業欄の営業利益

又は営業損失（△） 
132,029 千円 126,128 千円 

計欄の営業費用 3,046,348 千円 3,061,520 千円 

計欄の営業利益又は営業損失

（△） 
112,037 千円 96,865 千円 

連結欄の営業費用 3,044,906 千円 3,060,078 千円 

連結欄の営業利益又は営業損失

（△） 
112,042 千円 96,870 千円 

 

（10）37 頁 「（１株当たり情報）の当中間連結会計期間欄 

 （修正前） （修正後） 

１株当たり純資産額 89.33 円 87.64 円 

１株当たり中間純利益 5.63 円 3.94 円 

 

37 頁 「（１株当たり情報）（注）算定上の基礎 1. １株当たり純資産額の当中間連結会計期間欄 

 （修正前） （修正後） 

中間連結貸借対照表（連結貸借

対照表）の純資産の部の合計額 
819,148 千円 803,976 千円 

普通株式に係る純資産額 801,072 千円 785,900 千円 

 

37 頁 「（１株当たり情報）（注）算定上の基礎 ２. １株当たり中間（当期）純利益又は中間純損失 

の当中間連結会計期間欄 

 （修正前） （修正後） 

中間連結損益計算書（連結損益

計算書）上の中間（当期）純利

益又は中間純損失（△） 

50,456 千円 35,284 千円 

普通株式に係る中間（当期）純

利益又は中間純損失（△） 
50,456 千円 35,284 千円 
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（11）39~41 頁 「５ 中間個別財務諸表 （1）中間貸借対照表」の当中間会計期間末欄 

 （修正前） （修正後） 

５ たな卸資産 2,360,764 千円 2,368,855 千円 

流動資産合計 4,897,698 千円 4,905,789 千円 

資産合計 7,380,431 千円 7,388,521 千円 

６ 未払費用 264,274 千円 266,457 千円 

８ 賞与引当金 78,574 千円 99,654 千円 

流動負債合計 4,084,086 千円 4,107,349 千円 

負債合計 6,541,859 千円 6,565,122 千円 

繰越利益剰余金 △2,831,154 千円 △2,846,327 千円 

利益剰余金合計 △2,831,154 千円 △2,846,327 千円 

株主資本合計 701,959 千円 686,787 千円 

純資産合計 838,571 千円 823,399 千円 

負債純資産合計 7,380,431 千円 7,388,521 千円 

「流動負債合計」の構成比 55.3％ 55.6％ 

「負債合計」の構成比 88.6％ 88.9％ 

「資本剰余金合計」の構成比 22.9％ 22.8％ 

「利益剰余金合計」の構成比 △38.4％ △38.5％ 

「株主資本合計」の構成比 9.5％ 9.3％ 

「２ 土地再評価差額金」の構

成比 
1.9％ 1.8％ 

「評価・換算差額等合計」の構

成比 
1.9％ 1.8％ 

「純資産合計」の構成比 11.4％ 11.1％ 

 

（12）42 頁 「５ 中間個別財務諸表 （2）中間連益計算書」の当中間会計期間欄 

 （修正前） （修正後） 

Ⅱ 売上原価 2,168,493 千円 2,176,883 千円 

売上総利益 668,970 千円 660,579 千円 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 586,784 千円 593,566 千円 

営業利益又は営業損失（△） 82,185 千円 67,013 千円 

経常利益又は経常損失（△） 28,680 千円 13,508 千円 

税引前中間（当期）純利益又は

税引前中間純損失（△） 
30,035 千円 14,862 千円 

中間（当期）純利益又は 

中間純損失（△） 
24,943 千円 9,771 千円 

「Ⅱ 売上原価」の百分比 76.4％ 76.7％ 

「売上総利益」の百分比 23.6％ 23.3％ 

「Ⅲ 販売費及び一般管理費」

の百分比 
20.7％ 20.9％ 



－8－ 

 （修正前） （修正後） 

「営業利益又は営業損失（△）」

の百分比 
2.9％ 2.4％ 

「経常利益又は経常損失（△）」

の百分比 
1.0％ 0.5％ 

「Ⅳ 特別損失」の百分比 0.0％ 0.1％ 

「税引前中間（当期）純利益又

は税引前中間純損失（△）」の百

分比 

1.1％ 0.5％ 

「中間（当期）純利益又は中間

純損失（△）」の百分比 
0.9％ 0.3％ 

 

（13）44 頁 「５ 中間個別財務諸表 （3）中間株主資本等変動計算書」の当中間連結会計期間欄 

 （修正前） （修正後） 

繰越利益剰余金欄の中間純利益 24,943 千円 9,771 千円 

繰越利益剰余金欄の中間会計期

間中の変動額合計 
24,943 千円 9,771 千円 

繰越利益剰余金欄の平成19年９

月 30 日残高 
△2,831,154 千円 △2,846,327 千円 

利益剰余金合計欄の中間純利益 24,943 千円 9,771 千円 

利益剰余金合計欄の中間会計期

間中の変動額合計 
24,943 千円 9,771 千円 

利益剰余金合計欄の平成19年９

月 30 日残高 
△2,831,154 千円 △2,846,327 千円 

株主資本合計欄の中間純利益 24,943 千円 9,771 千円 

株主資本合計欄の中間会計期間

中の変動額合計 
24,932 千円 9,759 千円 

株主資本合計欄の平成19年９月

30 日残高 
701,959 千円 686,787 千円 

純資産合計欄の中間純利益 24,943 千円 9,771 千円 

純資産合計欄の中間会計期間中

の変動額合計 
24,132 千円 8,960 千円 

純資産合計欄の平成 19 年９月

30 日残高 
838,571 千円 823,399 千円 

 

【その他ご参考事項】 

   修正前（平成 19 年 10 月 23 日発表）及び修正後の平成 20 年３月期中間決算短信の全文につきましては、

当社ホームページ http://www.koken-boring.co.jp/に掲載しております。 

 

以 上 


