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鉱研工業㈱(6297)平成21年３月期 第１四半期決算短信

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報
当第１四半期における我が国経済は、原油、鉱物資源、穀物等の国際商品市況高騰による原材料高を背景

に、設備投資や個人消費が伸び悩み、景気の減速感が強まる展開となりました。
　こうした中、当社グループでは本年４月より開始された「新・中期経営計画」に基づき、売上高の持続的
拡大と筋肉質の企業体質維持を基本方針として、グローバルな営業展開、得意分野への集中、バリューエン
ジニアリングの積極展開、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいりました。
ボーリング機器関連事業に関しましては、韓国、カザフスタン、中国向けの掘削機出荷等により海外販売

が大幅に増加したことから、売上高は1,115百万円と前年同期比367百万円（49.1％）の増収となり、原価率
の低減も加わり、営業利益は76百万円と前年同期比109百万円の増益となりました。
工事施工関連事業に関しましては、期首受注残高が前年同期に比し低水準であったことから、完成工事高

は556百万円と前年同期比94百万円（14.5％）の減収となりましたが、原価管理に努めた結果、営業利益は29
百万円と前年同期比0.1百万円（0.6％）の減益に留まりました。
こうした結果、当第１四半期の売上高は1,672百万円（前年同期比19.5％増）、営業利益は104百万円（前年

同期は３百万円の損失）、経常利益は99百万円（前年同期は23百万円の損失）、四半期純利益は104百万円（前
年同期は23百万円の損失）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
（1）資産の部

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末と比較して108百万円減少し、7,088百万
円となりました。
　流動資産は、工事施工関連事業の仕掛工事の増加等によりたな卸資産が366百万円増加しましたが、受取
手形及び売掛金と完成工事未収入金が回収等により443百万円減少したことなどから、前連結会計年度末と
比較して96百万円減少し、4,925百万円となりました。
　有形固定資産は、機械装置及び運搬具などで10百万円の設備投資を行いましたが、減価償却の実施によ
り前連結会計年度末と比較して11百万円減少し、2,035百万円となりました。また、投資その他の資産は、
長期固定化債権、破産更生債権等が回収及び貸倒金処理により50百万円減少いたしましたが、貸倒引当金
の取崩しにより0.7百万円の減少に留まりました。これらにより固定資産は、前連結会計年度と比較して11
百万円減少し、2,162百万円となりました。
（2）負債の部

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末と比較して214百万円減少し、5,772百万
円となりました。
　流動負債は、賞与引当金の支給及び短期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）の返済により前
連結会計年度末と比較して22百万円減少し、4,138百万円となりました。また、固定負債は、長期借入金の
返済等により前連結会計年度末と比較して192百万円減少し、1,633百万円となりました。
（3）純資産の部

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、四半期純利益として104百万円を計上したことなどから、
1,315百万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末の16.5％から18.3％となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年４月24日に公表いたしました業績予想に変更はござ

いません。
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鉱研工業㈱(6297)平成21年３月期 第１四半期決算短信

4. その他
(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
① 一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと
認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

② 棚卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地
棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。
また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見

積り、簿価切下げを行う方法によっております。

③ 固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方
法によっております。

④ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目を重要なものに限定する方法によっており
ます。
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等

の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタ
ックス・プランニングを利用する方法によっております。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

① 　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務
諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四
半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

② 　「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９
号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については低価法から原価法（収益性低下に
よる簿価切下げの方法）に変更しております。
　この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前
四半期純利益に与える影響はありません。

③ 　「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月
30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会
平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結
会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産
として計上することにしております。
　また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定す
る方法によっております。
　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。
　この結果、従来の方法によった場合に比べて、有形固定資産に与える影響はなく、営業利益、経常
利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響もありません。

④ 　当第１四半期連結会計期間から、機械及び装置の耐用年数については法人税法の改正を契機として
見直しを行い、一部の資産について耐用年数を短縮して減価償却費を算定する方法に変更しておりま
す。
　この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益
は1,483千円減少しております。
　なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載しております。
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鉱研工業㈱(6297)平成21年３月期 第１四半期決算短信

5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第1四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 548,878 592,436

受取手形及び売掛金 1,205,606 1,529,373

完成工事未収入金 469,846 589,995

商品 451,110 375,092

製品 1,044,218 960,757

原材料 241,613 230,638

仕掛品 294,958 298,837

未成工事支出金 523,636 301,843

貯蔵品 86,394 108,174

繰延税金資産 3,206 2,162

その他 68,961 47,461

貸倒引当金 △12,660 △14,062

流動資産合計 4,925,771 5,022,711

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 352,255 359,351

土地 1,513,273 1,513,273

その他 170,092 174,077

有形固定資産合計 2,035,620 2,046,701

無形固定資産 11,682 11,780

投資その他の資産

投資有価証券 14,326 13,042

固定化営業債権 145,231 158,083

破産更生債権等 42,694 80,389

繰延税金資産 1,168 934

その他 74,288 75,087

貸倒引当金 △162,744 △211,783

投資その他の資産合計 114,965 115,754

固定資産合計 2,162,268 2,174,236

資産合計 7,088,039 7,196,947
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鉱研工業㈱(6297)平成21年３月期 第１四半期決算短信

（単位：千円）

当第1四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,737,319 1,598,056

工事未払金 85,123 106,214

短期借入金 688,650 801,940

1年内返済予定の長期借入金 869,080 909,080

未払法人税等 10,893 28,086

未成工事受入金 287,894 168,145

賞与引当金 92,307 133,882

繰延税金負債 138 177

その他 367,023 415,231

流動負債合計 4,138,429 4,160,814

固定負債

長期借入金 564,680 758,950

再評価に係る繰延税金負債 202,703 202,703

退職給付引当金 788,890 796,395

役員退職慰労引当金 76,543 67,086

その他 818 1,090

固定負債合計 1,633,634 1,826,224

負債合計 5,772,064 5,987,039

純資産の部

株主資本

資本金 1,846,297 1,846,297

資本剰余金 1,687,945 1,687,945

利益剰余金 △2,371,211 △2,476,096

自己株式 △1,164 △1,128

株主資本合計 1,161,866 1,057,017

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,289 △2,123

土地再評価差額金 136,943 136,943

為替換算調整勘定 △2,286 △2,045

評価・換算差額等合計 133,366 132,774

少数株主持分 20,741 20,115

純資産合計 1,315,974 1,209,908

負債純資産合計 7,088,039 7,196,947
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鉱研工業㈱(6297)平成21年３月期 第１四半期決算短信

(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：千円）

当第1四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 1,672,255

売上原価 1,223,162

売上総利益 449,093

販売費及び一般管理費 344,873

営業利益 104,220

営業外収益

受取利息 498

受取配当金 100

為替差益 9,865

その他 6,162

営業外収益合計 16,626

営業外費用

支払利息 18,355

支払手数料 1,025

その他 2,179

営業外費用合計 21,561

経常利益 99,284

特別利益

ゴルフ会員権売却益 7,591

貸倒引当金戻入額 2,801

特別利益合計 10,392

税金等調整前四半期純利益 109,677

法人税、住民税及び事業税 5,484

法人税等調整額 △1,317

法人税等合計 4,167

少数株主利益 625

四半期純利益 104,885

― 6 ―

決算短信 2008年07月22日 13時10分 01917xe01_in 5ページ （Tess 1.10 20080626_01）



鉱研工業㈱(6297)平成21年３月期 第１四半期決算短信

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

当第1四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 109,677

減価償却費 21,248

貸倒引当金の増減額（△は減少） △50,440

賞与引当金の増減額（△は減少） △41,575

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,504

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,457

受取利息及び受取配当金 △598

支払利息 18,355

為替差損益（△は益） △211

ゴルフ会員権売却損益（△は益） △7,591

売上債権の増減額（△は増加） 491,062

未成工事受入金の増減額（△は減少） 119,748

前受金の増減額（△は減少） △87,547

たな卸資産の増減額（△は増加） △368,975

仕入債務の増減額（△は減少） 118,172

その他 11,703

小計 334,981

利息及び配当金の受取額 568

利息の支払額 △18,176

法人税等の支払額 △19,341

営業活動によるキャッシュ・フロー 298,032

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △73,800

定期預金の払戻による収入 65,888

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,875

投資有価証券の取得による支出 △450

貸付金の回収による収入 145

その他 8,216

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,875

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 288,650

短期借入金の返済による支出 △401,940

長期借入金の返済による支出 △234,270

その他 △36

財務活動によるキャッシュ・フロー △347,596

現金及び現金同等物に係る換算差額 △29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △51,469

現金及び現金同等物の期首残高 500,566

現金及び現金同等物の四半期末残高 449,097
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

 当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

  該当事項はありません。
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(5) セグメント情報

 【事業の種類別セグメント情報】

 前第１四半期連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)

ボーリング
機器関連事業

(千円)

工事施工
関連事業
(千円)

計(千円)
消去

又は全社
(千円)

連結(千円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　 対する売上高

748,322 651,157 1,399,480 ― 1,399,480

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

1,993 664 2,658 (2,658) ―

計 750,316 651,822 1,402,138 (2,658) 1,399,480

営業費用 782,786 622,504 1,405,290 (2,658) 1,402,632

営業利益又は営業損失（△） △32,470 29,318 △3,152 0 △3,151

(注) １ 事業の区分は、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

 当第１四半期連結会計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

ボーリング
機器関連事業

(千円)

工事施工
関連事業
(千円)

計(千円)
消去

又は全社
(千円)

連結(千円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　 対する売上高

1,115,505 556,750 1,672,255 ― 1,672,255

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

8,521 881 9,402 (9,402) ―

計 1,124,026 557,631 1,681,658 (9,402) 1,672,255

営業費用 1,047,130 528,477 1,575,607 (7,572) 1,568,035

営業利益 76,896 29,154 106,050 (1,830) 104,220

(注) １ 事業の区分は、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 「定性的情報・財務諸表等」4．その他（3）の④に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間から、機械及び

装置の一部について耐用年数を短縮して減価償却費を算定する方法に変更しております。

　この変更に伴い従来の方法によった場合に比べ、当第１四半期連結会計期間における「工事施工関連事業」

の営業費用が1,483千円増加し、営業利益が同額減少しております。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。
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「参考資料」

（要約）前四半期連結損益計算書

科目

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年６月30日)

金額(千円)

Ⅰ 売上高 1,399,480

Ⅱ 売上原価 1,077,894

売上総利益 321,585

Ⅲ 販売費及び一般管理費 324,737

営業損失 3,151

Ⅳ 営業外収益 8,107

　１ 受取利息 580

　２ 受取配当金 211

　３ 賃貸収入 963

　４ スクラップ収入 1,319

　５ その他 5,032

Ⅴ 営業外費用 28,795

　１ 支払利息 25,218

　２ 支払手数料 631

　３ 為替差損 725

　４ その他 2,220

経常損失 23,840

Ⅵ 特別利益 1,501

　１ 貸倒引当金戻入益 400

　２ 投資有価証券売却益 1,101

Ⅶ 特別損失 105

　１ 固定資産除却損 96

　２ 投資有価証券売却損 9

　 税金等調整前四半期純損失 22,443

　 法人税、住民税及び事業税 1,790

　 法人税等調整額 54

　 少数株主損失 745

　 四半期純損失 23,543
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（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年６月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

　 税金等調整前四半期純損失（△） △22,443

　 減価償却費 23,066

　 貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,474

　 賞与引当金の増減額（△は減少） △7,398

　 退職給付当金の増減額（△は減少） △1,273

　 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,581

　 受取利息及び受取配当金 △792

　 支払利息 25,218

　 為替差損益（△は益） △103

　 投資有価証券売却損益（△は益） △1,092

　 有形及び無形固定資産除売却損 96

　 売上債権の増減額（△は増加） 307,208

　 未成工事受入金の増減額（△は減少） 121,168

　 たな卸資産の増減額（△は増加） △352,028

　 仕入債務の増減額（△は減少） △25,752

　 その他 39,383

　 小計 104,364

　 利息及び配当金の受取額 768

　 利息の支払額 △26,539

　 法人税等の支払額 △33,781

　 営業活動によるキャッシュ・フロー 44,811

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

　 定期預金の預入による支出 △15,300

　 有形及び無形固定資産の取得による支出 △30,288

　 有形及び無形固定資産の売却による収入 1,480

　 投資有価証券の取得による支出 △1,345

　 投資有価証券の売却による収入 1,843

　 貸付金の回収による収入 220

　 その他 △101

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △43,490

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　 短期借入れによる収入 500,000

　 短期借入金の返済による支出 △348,600

　 長期借入金の返済による支出 △234,270

　 配当金の支払額 △4

　 その他 △11

　 財務活動によるキャッシュ・フロー △82,885

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 443

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △81,120

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 636,952

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 555,831
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