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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第3四半期 5,148 ― 443 ― 399 ― 380 ―
20年3月期第3四半期 4,968 26.2 319 144.6 243 ― 231 103.9

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第3四半期 42.43 ―
20年3月期第3四半期 25.81 ―

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

21年3月期第3四半期 7,300 1,587 21.4 174.49
20年3月期 7,196 1,209 16.5 132.68

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  1,564百万円 20年3月期  1,189百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 7,800 0.6 500 △6.9 400 △6.8 378 △14.2 42.15

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）  無  

(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  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務情報等】４.その他をご覧ください。  

(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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１,本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等
は様々な要因により異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等及び業績予想の具体的内容については、平
成20年10月20日に別途開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
２,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は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣
府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を適用しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  8,970,111株 20年3月期  8,970,111株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  2,823株 20年3月期  2,569株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  8,967,412株 20年3月期第3四半期  8,967,547株
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当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、第１、２四半期と２四半期連続のマイナス成長に
続き、第３四半期に入り、国際的な金融危機がもたらした需要の落ち込みにより、急速に景気が悪化
し、企業の業績見通しも相次いで下方修正を余儀なくされる厳しい状況となりました。 
こうしたなか、当社グループでは昨年4月に開始された「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的展開、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 
当社グループにおいては国内公共工事の減少という構造的要因に加え、当第３四半期連結累計期間に

おいては、景気減速の影響もあり、国内需要は盛り上がりを欠く状況となり、国内売上高は3,795百万
円と前年同期比49百万円（1.3％）の減少となりました。こうしたなか、アジア、アフリカ地域を主体
として積極的に海外営業展開を図ったことが奏功し、海外売上高が1,352百万円と前年同期比229百万円
（20.5％）増加したことから、国内売上高の減少を補って売上高の増加に結びつけることができまし
た。 
ボーリング機器関連事業につきましては、国内需要が伸び悩むなか、海外における旺盛なインフラ整

備、資源開発関連の需要補足に注力した結果、韓国、カザフスタン、中国、ナイジェリア、インドネシ
ア向けの掘削機器の出荷等により海外販売が増加し、売上高は2,868百万円と前年同期比64百万円
（2.3％）増加しました。損益面では、引き続きコストダウン、販売管理の強化を図り、原価率を抑制
することができたことから、営業利益は159百万円と前年同期比47百万円（42.3％）の増加となりまし
た。 
工事施工関連事業につきましては、国内においては当社グループの得意とする大口径立坑掘削工事、

温泉工事、リニア新幹線関連工事、海外においてはアルジェリアの高速道路工事、マラウイの水井戸掘
削工事、ラオスのダム関連工事等の完工により、完成工事高は2,279百万円と前年同期比114百万円
（5.3％）の増加となりました。損益面では、完成工事高の増加に加え、原価管理の徹底に努めた結
果、原価率の改善が収益向上に寄与し、営業利益は283百万円と前年同期比72百万円（34.0％）増加い
たしました。 
こうした結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は前年同期比3.6％増の5,148百万円、営業利益は

443百万円（前年同期比38.7％増）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、経常利
益は399百万円（前年同期比63.9％増）、四半期純利益は380百万円（前年同期比64.4％増）となりまし
た。 
  

※  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。従いまして、当第３四半期連結累

計期間の連結損益計算書と前年同期の連結損益計算書とでは作成基準が異なるため、前年同期比較に関する情報は

参考として記載しております。 

  

（1）資産の部 
当第３四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103百万円増加し、7,300

百万円となりました。 
流動資産は、未収入金、前払費用、前渡金が合計で40百万円、たな卸資産が423百万円増加しまし

たが、受取手形及び売掛金、完成工事未収入金が回収等により527百万円減少したことなどから、前
連結会計年度末と比較して45百万円減少し、4,977百万円となりました。 
有形固定資産は、大口径立坑掘削用ボーリングマシン（ＢＭ-600）など機械装置及び運搬具を主体

に全体で233百万円の設備投資を行ったことにより、減価償却の実施はあるものの前連結会計年度末
と比較して157百万円増加し、2,204百万円となりました。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８百万円の減少になりました。これらにより固定資産は、前連結会計年度末と比較して148
百万円増加し、2,323百万円となりました。 

（2）負債の部 
当第３四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274百万円減少し、5,712

百万円となりました。 
流動負債は、工事施工関連事業の未成工事受入金が115百万円増加したものの、支払手形及び買掛

金の減少143百万円、賞与引当金の減少62百万円、ボーリング機器関連事業の前受金の減少106百万
円などにより前連結会計年度末と比較して194百万円減少し、3,966百万円となりました。また、固
定負債は、主に定年退職者への退職金の支払による退職給付引当金の減少51百万円、長期借入金の
返済等による減少42百万円などにより、前連結会計年度末と比較して80百万円減少し、1,745百万円
となりました。 

・ 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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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（3）純資産の部 
当第３四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380百万円を計上したことなど

から、1,587百万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末の16.5％から21.4％となりました。 
  

平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年10月20日に開示いたしました業績修正予想から変
更はございません。 
  

  

該当事項はありません。 
  

①棚卸資産の評価方法 
当第３四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、当第２四半期連結会計

期間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。 

②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。 
③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測
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。 

  

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。 
 なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改
正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、
改正後の四半期連結財務諸表規則を適用しております。 

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、残存価格をゼロとして算定す
る方法によております。 
 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、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。 

④ 当社及び国内連結子会社で使用している一部の機械装置については、従来、耐用年数を７年～10年
としておりましたが、第１四半期連結会計期間より６年に変更いたしました。 
 この変更は、機械及び装置の耐用年数についての法人税法の改正を契機として、資産の利用状況を
見直したことによるものです。 
 これにより、当第３連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞ
れ5,325千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。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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

(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
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 601,843 592,436

受取手形及び売掛金 1,140,051 1,529,373

完成工事未収入金 452,168 589,995

商品及び製品 1,572,290 1,335,849

仕掛品 260,056 298,837

未成工事支出金 480,987 301,843

原材料及び貯蔵品 385,165 338,813

その他 100,009 49,623

貸倒引当金 △15,500 △14,062

流動資産合計 4,977,073 5,022,711

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,513,273 1,513,273

その他（純額） 690,768 533,428

有形固定資産合計 2,204,041 2,046,701

無形固定資産 11,487 11,780

投資その他の資産   

その他 275,637 327,537

貸倒引当金 △167,976 △211,783

投資その他の資産合計 107,660 115,754

固定資産合計 2,323,189 2,174,236

資産合計 7,300,263 7,196,947
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 1,455,032 1,598,056

工事未払金 99,719 106,214

短期借入金 864,775 801,940

1年内返済予定の長期借入金 849,080 909,080

賞与引当金 71,250 133,882

その他 626,649 611,641

流動負債合計 3,966,506 4,160,814

固定負債   

長期借入金 716,140 758,950

退職給付引当金 744,713 796,395

役員退職慰労引当金 82,133 67,086

その他 202,975 203,793

固定負債合計 1,745,961 1,826,224

負債合計 5,712,468 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 △2,095,631 △2,476,096

自己株式 △1,198 △1,128

株主資本合計 1,437,412 1,057,017

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,519 △2,123

土地再評価差額金 136,943 136,943

為替換算調整勘定 △8,096 △2,045

評価・換算差額等合計 127,327 132,774

少数株主持分 23,054 20,115

純資産合計 1,587,794 1,209,908

負債純資産合計 7,300,263 7,196,947
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 5,148,129

売上原価 3,665,677

売上総利益 1,482,452

販売費及び一般管理費 1,038,780

営業利益 443,671

営業外収益  

受取利息 1,775

受取配当金 148

その他 14,412

営業外収益合計 16,337

営業外費用  

支払利息 52,902

支払手数料 2,064

その他 5,556

営業外費用合計 60,523

経常利益 399,485

特別利益  

固定資産売却益 2,320

ゴルフ会員権売却益 7,591

特別利益合計 9,912

税金等調整前四半期純利益 409,397

法人税、住民税及び事業税 27,185

法人税等調整額 △1,191

法人税等合計 25,994

少数株主利益 2,938

四半期純利益 380,464
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 409,397

減価償却費 76,179

貸倒引当金の増減額（△は減少） △42,368

賞与引当金の増減額（△は減少） △62,631

退職給付引当金の増減額（△は減少） △51,681

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 15,047

受取利息及び受取配当金 △1,924

支払利息 52,902

為替差損益（△は益） 370

ゴルフ会員権売却損益（△は益） △7,591

有形及び無形固定資産売却損益（△は益） △2,320

売上債権の増減額（△は増加） 558,153

未成工事受入金の増減額（△は減少） 115,902

前受金の増減額（△は減少） △106,336

たな卸資産の増減額（△は増加） △423,156

仕入債務の増減額（△は減少） △149,518

その他 △20,512

小計 359,910

利息及び配当金の受取額 658

利息の支払額 △52,225

法人税等の支払額 △25,914

営業活動によるキャッシュ・フロー 282,428

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 △15,900

定期預金の払戻による収入 87,670

有形及び無形固定資産の取得による支出 △234,173

有形及び無形固定資産の売却による収入 3,394

投資有価証券の取得による支出 △1,395

貸付金の回収による収入 415

その他 5,204

投資活動によるキャッシュ・フロー △154,784

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 938,650

短期借入金の返済による支出 △875,815

長期借入れによる収入 600,000

長期借入金の返済による支出 △702,810

その他 △69

財務活動によるキャッシュ・フロー △40,044

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,421

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 81,177

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 581,743
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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。 

 なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正す

る内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の

四半期連結財務諸表規則を適用しております。 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 
該当事項はありません。 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

  

 
(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 

    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、建設基礎工事、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３四半期連結累計期間における「工事施工関連事

業」の営業費用が 5,325千円増加し、営業利益が同額減少しております。 

  

該当事項はありません。 

  

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

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

2,868,344 2,279,784 5,148,129 ― 5,148,129

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

15,141 881 16,022 (16,022) ―

計 2,883,486 2,280,666 5,164,152 (16,022) 5,148,129

営業利益 159,059 283,553 442,613 1,058 443,671

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考」

前四半期連結損益計算書

科目

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年12月31日)

金額(千円)

 Ⅰ 売上高 4,968,306

 Ⅱ 売上原価 3,653,693

売上総利益 1,314,613

 Ⅲ 販売費及び一般管理費 994,700

営業利益 319,912

 Ⅳ 営業外収益 13,524

  １ 受取利息 1,182

  ２ 受取配当金 228

  ３ 賃借収入 1,039

  ４ スクラップ収入 2,370

  ５  その他 8,703

 Ⅴ 営業外費用 89,636

  １ 支払利息 73,114

  ２ 支払手数料 3,762

  ３ 為替差損 5,840

  ４ その他 6,918

経常利益 243,800

 Ⅵ 特別利益 18,526

  １ 貸倒引当金戻入益 14,410

   ２  賞与引当金戻入益 40

   ３  固定資産売却益 2,973

  ４ 投資有価証券売却益 1,101

 Ⅶ 特別損失 3,369

  １ 固定資産除却損 3,360

  ２ 投資有価証券売却損 9

    税金等調整前四半期純利益 258,957

    法人税、住民税及び事業税 24,332

    法人税等調整額 124

    少数株主利益 3,068

    四半期純利益 231,430
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前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期連結累計期間
(自  平成19年４月１日 
  至 平成19年12月31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利益 258,957

       減価償却費 70,787

       貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 99,138

       賞与引当金の増減額（△は減少） △ 28,454

       退職給付引当金の増減額（△は減少） △ 12,851

       役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13,402

       受取利息及び受取配当金 △ 1,410

       支払利息 73,114

       為替差損益（△は益） 19

       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 3,360

       有形及び無形固定資産売却益 △2,973

       売上債権の増減額（△は増加） 414,012

       未成工事受入金の増減額（△は減少） 555,049

       たな卸資産の増減額（△は増加） △ 675,235

       仕入債務の増減額（△は減少） △16,554

       その他 124,570

         小計 675,562

       利息及び配当金の受取額 1,418

       利息の支払額 △ 72,914

       法人税等の支払額 △ 41,361

    営業活動によるキャッシュ・フロー 562,704

 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 △ 45,000

       定期預金の払戻による収入 60,300

       有形及び無形固定資産の取得による支出 △ 33,804

       有形及び無形固定資産の売却による収入 16,878

       投資有価証券の取得による支出 △ 4,068

       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 370

       その他 10

    投資活動によるキャッシュ・フロー △ 3,470

 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 1,103,880

        短期借入金の返済による支出 △ 995,100

        長期借入金の返済による支出 △ 702,810

        配当金の支払額 △ 23

        その他 △ 11

        財務活動によるキャッシュ・フロー △ 594,065

  Ⅳ  現金及び現金同等物に係る換算差額 76

  Ⅴ  現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 34,755

  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 602,196
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前第３四半期連結累計期間（自   平成19年４月１日  至  平成19年12月31日） 

 
(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 

         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、建設基礎工事、さ

                              く井、温泉工事、土壌汚染改良工事 

  

セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

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

2,803,348 2,164,958 4,968,306 ― 4,968,306

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

9,996 1,596 11,592 (11,592) ―

計 2,813,345 2,166,554 4,979,899 (11,592) 4,968,306

  営業費用 2,701,528 1,955,024 4,656,553 (8,158) 4,648,394

  営業利益 111,816 211,530 323,346 (3,433) 319,912
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