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平成 22 年２月３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・数値データ修正あり）修正後発事象の発生に伴う平成 22 年３月期第３四半期決算短信の
修正について 

 

平成 22 年１月 25 日付けで発表いたしました当社「平成 22 年３月期第３四半期決算短信」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。 

また、数値データにも修正がありますので、修正後の数値データも送信いたします。 

 

記 

【修正事由】 
   当社取引先である舟本ボーリング有限会社について平成22年２月１日付で手形不渡りが発生したことに伴

い、担保価額を控除した債権額全額（27,262,651 円）について貸倒引当金を追加計上することとしたため、

これによる費用の増加を平成 22 年３月期第３四半期決算に反映し、修正を実施することといたしました。 
   これにより、第３四半期連結決算は、貸倒引当金繰入額として販売費及び一般管理費が増加し、営業損失

64 百万円（修正前 37 百万円）、経常損失 84 百万円（修正前 56 百万円）、四半期純損失 101 百万円（修正前

74 百万円）となりました。 
   なお、平成 22 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は、平成 22 年２月２日付けの「業

績予想の修正に関するお知らせ」を参照ください。 
 
【修正内容】 

（1） 1 頁 「1.平成 22 年 3 月期第 3 四半期の連結業績」 

「（1）連結経営成績（累計）」の 22 年 3 月期第 3 四半期 

 （修正前） （修正後） 

「営業利益」の金額 △37 百万円 △64 百万円 

「経常利益」の金額 △56 百万円 △84 百万円 

「四半期純利益」の金額 △74 百万円 △101 百万円 

1 株当たり四半期純利益 △8 円 26 銭 △11 円 30 銭 
 

「（2）連結財政状態」の 22 年 3 月期第 3 四半期 

 （修正前） （修正後） 

「総資産」の金額 7,061 百万円 7,034 百万円 

「純資産」の金額 1,599 百万円 1,572 百万円 

自己資本比率 22.4％ 22.1％ 

１株当たり純資産 176 円 46 銭 173 円 42 銭 

（参考）自己資本の 22 年 3 月期第 3 四半期 1,582 百万円 1,555 百万円 
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（2） ３頁 ・定性的情報・財務諸表等 

下線箇所が修正部分を示します。 

「1. 連結経営成績に関定性的情報」の文中 

（修正前） （修正後） 

（前略）ボーリング機器関連事業に関しまして

は、・・・営業利益は 31 百万円と前年同期比 127

百万円の減益となりました。 

（中略） 

 こうした結果、・・・営業損失 37 百万円（前年

同期は営業利益 443 百万円）、経常損失 56 百万円

（前年同期は経常利益 399 百万円）、四半期純損

失 74 百万円（前年同期は四半期純利益 380 百万

円）を計上しました。 

（前略）ボーリング機器関連事業に関しまして

は、・・・営業利益は 4 百万円と前年同期比 154

百万円の減益となりました。 

（中略） 

 こうした結果、・・・営業損失 64 百万円（前

年同期は営業利益 443 百万円）、経常損失 84 百

万円（前年同期は経常利益 399 百万円）、四半

期純損失 101 百万円（前年同期は四半期純利益

380 百万円）を計上しました。 

 

「2.連結財政状態に関する定性的情報」の文中 

（修正前） （修正後） 

（1）資産の部 （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

連結会計年度と比較して 212 百万円増加し、

7,061 百万円となりました。 

 流動資産は、受取手形及び売掛金、完成工事未

収入金が主に回収により 208 百万円減少しまし

たが、仕掛品が 78 百万円、未成工事支出金が 76

百万円、現金及び預金が 110 百万円増加したこと

などから、前連結会計年度と比較して 218 百万円

増加し、4,707 百万円となりました。 

 固定資産は、機械装置及び運搬具、建物附属設

備などで 101 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 5百万円減少し、2,353 百万円となりました。

当第 3 四半期連結会計期間末の資産合計は、前

連結会計年度と比較して 185 百万円増加し、

7,034 百万円となりました。 

 流動資産は、受取手形及び売掛金、完成工事

未収入金が主に回収により238百万円減少しま

したが、仕掛品が 78 百万円、未成工事支出金

が 76 百万円、現金及び預金が 110 百万円増加

したことなどから、前連結会計年度と比較して

189 百万円増加し、4,678 百万円となりました。

 固定資産は、機械装置及び運搬具、建物附属

設備などで101百万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 3 百万円減少し、2,355 百万円とな

りました。 

（3）純資産の部 （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、

四半期純損失として 74 百万円計上したことなど

から、1,599 百万円となりました。（後略） 

当第 3 四半期連結会計期間末の純資産合計

は、四半期純損失として 101 百万円計上したこ

となどから、1,572 百万円となりました。（後略）
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（5）５頁～9 頁「5.【四半期連結財務諸表】 

（1）【四半期連結貸借対照表】「当第 3 四半期連結会計期間末（平成 21 年 12 月 31 日）」の欄 

  （単位：千円） 

 （修正前） （修正後） 

資産の部   

流動資産   

受取手形及び売掛金 993,895 964,723 

流動資産合計 4,707,979 4,678,807 

固定資産   

投資その他の資産   

その他 252,547 281,719 

貸倒引当金 △151,065 △178,328 

投資その他の資産合計 101,481 103,391 

固定資産合計 2,353,753 2,355,663 

資産合計 7,061,732 7,034,470 

純資産の部   

株主資本   

利益剰余金 △2,087,620 △2,114,883 

株主資本合計 1,445,398 1,418,136 

純資産合計 1,599,292 1,572,029 

負債純資産合計 7,061,732 7,034,470 

 

（2）【四半期連結損益計算書】 

  【第 3 四半期連結累計期間】の「当第 3 四半期連結累計期間 

（自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 21 年 12 月 31 日）」の欄 

  （単位：千円） 

 （修正前） （修正後） 

販売費及び一般管理費 994,064 1,021,327 

営業利益又は営業損失（△） △37,602 △64,865 

経常利益又は経常損失（△） △56,772 △84,034 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前

四半期純損失（△） 
△52,498 △79,761 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △74,042 △101,305 
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 【第 3 四半期連結会計期間】の「当第 3 四半期連結会計期間 

（自 平成 21 年 10 月 1 日 至 平成 21 年 12 月 31 日）」の欄 

  （単位：千円） 

 （修正前） （修正後） 

販売費及び一般管理費 292,021 319,283 

営業利益又は営業損失（△） △15,417 △42,679 

経常利益又は経常損失（△） △27,603 △54,866 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前

四半期純損失（△） 
△24,841 △52,104 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △29,885 △57,148 

 

（3）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

  （単位：千円） 

 （修正前） （修正後） 

営業活動に係るキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前

四半期純損失（△） 
△52,498 △79,761 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15,733 11,529 

 

（5）10 頁～11 頁 「セグメント情報」 

【事業の種類別セグメント情報】の当四半期連結会計期間 

（自 平成 21 年 10 月 1 日 至 平成 21 年 12 月 31 日）の欄 

  （単位：千円） 

 （修正前） （修正後） 

ボーリング機器関連事業欄の営業利益又は営

業損失（△） 
△14,388 △41,651 

計欄の営業利益又は営業損失（△） △19,725 △46,988 

連結欄の営業利益又は営業損失（△） △15,417 △42,679 

 

【事業の種類別セグメント情報】の当四半期連結累計期間 

（自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 21 年 12 月 31 日）の欄 

  （単位：千円） 

 （修正前） （修正後） 

ボーリング機器関連事業欄の営業利益 31,672 4,409 

計欄の営業利益又は営業損失（△） △37,948 △65,211 

連結欄の営業利益又は営業損失（△） △37,602 △64,865 

 

【その他ご参考事項】 

   修正前（平成 22 年 1 月 25 日発表）及び修正後の平成 22 年３月期第 3四半期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/に掲載いたします。           以 上 


