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（百万円未満切捨て） 
１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 
（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        ％

23年３月期第１四半期   1,268 △11.9 △79   ― △158     ― △166   ―
22年３月期第１四半期 1,439 △13.9 51 △50.6 66 △33.3 61 △41.6

 

 
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

23年３月期第１四半期 △18 60 ―  
22年３月期第１四半期 6 83 ―  

 
（２）連結財政状態 

 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

23年３月期第１四半期 6,897 1,371 19.6 151 06
22年３月期 7,197 1,536 21.1 169 53

(参考)自己資本 23年３月期第１四半期         1,354百万円 22年３月期             1,520百万円 

 
２．配当の状況 

年間配当金    
 

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期  末 合  計    

 円   銭 円   銭 円   銭 円   銭 円   銭   
22年３月期 ―    0 00 ―   0 00 0 00   
23年３月期 ―       

23年３月期(予想)  ―   ―   0 00 0 00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：有・無 

 
３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

 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

第２四半期(累計) 2,700 △0.5 △27  ― △68  ― △83   ― △9 26
通  期 6,700  10.3 180  ― 100   ― 70  ― 7 80

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：有・無 

 



 

 

４．その他  （詳細は、【添付資料】P.５「その他の情報」をご覧ください。） 
 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：有・無 

 新規 －社 (社名)  除外 －社 (社名)  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 
 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有・無 

（注）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の有無となります。 
 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有・無 

② ①以外の変更 ：有・無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 
 

（４）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 8,970,111株 22年３月期 8,970,111株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 2,904株 22年３月期 2,904株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年３月期１Ｑ 8,967,207株 22年３月期１Ｑ 8,967,241株

 
 
 
※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信
の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料に記載されている業績見通し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大きく異なる可能性がありま
す。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信
（添付資料）４ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第１四半期連結会計期間における我が国経済は、輸出の増加や政府の経済対策効果により景

気の持ち直しが継続しましたが、一方で欧州諸国の財政危機をきっかけとして株安や円高が進む

など、先行きの不透明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、３ヵ年の「新・中期経営計画」の 終年度である当第１四半

期連結会計期間においても、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・エンジニアリング活動の積極的展開、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。 

 当第１四半期連結会計期間は、工事施工関連の受注が伸びたことから、受注高は前年同四半期

比13.3%増の1,493百万円となりましたが、ボーリング機器関連の売上高が前年同四半期に比べ

31.3%減少したことから、当第１四半期連結会計期間の売上高は前年同四半期比11.9%減の1,268百

万円となりました。当社グループでは、前連結会計年度に引き続き、経営の合理化を推進し、経

費の削減に努めましたが、売上高の減少に加え、採算の厳しいＯＤＡ工事のウエイト増加等に伴

い原価率が上昇したことにより、営業損失として79百万円（前年同四半期は51百万円の営業利

益）を計上し、営業外費用として為替予約等に伴う為替差損62百万円が発生したことから、経常

損失158百万円（前年同四半期は66百万円の経常利益）、四半期純損失166百万円（前年同四半期

は61百万円の四半期純利益）を計上いたしました。 

なお、セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

  

  （ボーリング機器関連） 

ボーリング機器関連につきましては、当第1四半期連結会計期間の受注高は748百万円となりまし

たが、期初受注残高が低水準であったことから、売上高は742百万円となりました。売上高の減少に

加え、特機販売の増加などにより原価率が上昇したことから、営業損失として42百万円を計上いた

しました。  

  

  （工事施工関連） 

工事施工関連につきましては、当第1四半期連結会計期間の受注高は744百万円となり、完成工事

高は525百万円となりましたが、採算の厳しいＯＤＡ工事のウエイトが増加したことから、原価率が

上昇し、営業損失として36百万円を計上いたしました。  

  

 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299百万円減少し、

6,897百万円となりました。 

 流動資産は、ボーリング機器関連において販売受注高の増加により、仕掛品、原材料及び貯蔵品

が98百万円、工事施工関連においては大型仕掛工事が進捗し始めたことにより未成工事支出金が151

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主に回収により339百万円、商品

及び製品が売上により137百万円減少したことなどから、前連結会計年度末と比較して256百万円減

少し、4,500百万円となりました。 

 有形固定資産は、機械装置及び運搬具、工具器具及び備品などで37百万円の設備投資を行いまし

た。また、当第１四半期連結会計期間から資産除去債務会計基準を適用したことにより、建物が６

百万円増加しましたが、減価償却の実施、一部資産の除売却等により、前連結会計年度末と比較し

て固定資産全体では43百万円減少し、2,396百万円となりました。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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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 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134百万円減少し、

5,526百万円となりました。 

 流動負債は、工事施工関連の未払金、未払費用が83百万円、未成工事受入金が22百万円、外貨資

金調達の為替予約が36百万円増加しましたが、支払手形及び買掛金が支払により108百万円、短期借

入金（1年内返済予定の長期借入金を含む）が返済により48百万円、賞与引当金が支給により20百万

円減少したことなどにより、前連結会計年度末と比較して40百万円減少し、3,234百万円となりまし

た。また、固定負債は、資産除去債務会計基準適用により資産除去債務が10百万円増加しました

が、退職給付引当金が主に定年退職者への支給により16百万円、長期借入金が約定弁済により92百

万円減少したことなどにより、前連結会計年度末と比較して93百万円減少し、2,291百万円となりま

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、四半期純損失として166百万円を計上したことなど

から、1,371百万円となりました。 

  

  （キャッシュ・フローの状況の分析） 

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前第１四半期連結会計期間と比較

して68百万円減少し、395百万円となりました。なお、当第１四半期連結会計期間における各キャ

ッシュ・フローの状況と増減につきましては次のとおりであります。 

  

  （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・フローは、111百万円の収入（前第１四半期連結会計期間は63百万

円の支出）となりました。収入の主な内訳は、売上債権の減少額346百万円、未払費用の増加額64

百万円であり、支出の主な内訳は、税金等調整前四半期純損失161百万円、たな卸資産の増加額101

百万円、仕入債務の減少額89百万円であります。 

  

  （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の売却による収入２百万円はあっ

たものの、定期預金の預入による支出３百万円と有形及び無形固定資産の取得による支出３百万円

等により４百万円の支出（前第１四半期連結会計期間比15百万円の支出減少）となりました。 

  

  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、141百万円の支出（前第１四半期連結会計期間は80百万

円の収入）となりました。長期借入金は、約定弁済により92百万円の返済を実行いたしました。短

期借入金は、385百万円の調達に対し、433百万円の返済を実行いたしました。 
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今後の我が国経済は、政府の経済対策効果の剥落により景気回復ベースが減速する懸念はあるもの

の、海外経済の改善を背景に輸出増加の持続が見込まれることから、景気の持ち直し傾向が続くものと

期待されます。 

 このような状況のもと、当社グループでは「新・中期経営計画」に基づき、筋肉質の企業体質を維持

しつつ、グローバルな営業展開を図り、得意分野に集中することで、売上高の回復・拡大を目指してま

いります。 

 今後は、国内における特機販売および景気回復が進むアジア新興国を中心とする海外販売に注力する

とともに、当社グループが得意とする大口径立坑掘削工事、山岳調査工事、温泉開発工事、地下水活用

事業等の受注に努めることで、売上の拡大を図る計画であります。 

 このような状況を踏まえ、通期の連結業績予想は次のとおりであります。 

  

（連結業績予想） 

   

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

       売上高 6,700 百万円 （前期比 10.3％増）

       営業利益 180 百万円 （前期比  ―  ）

       経常利益 100 百万円 （前期比  ―  ）

       当期純利益 70 百万円 （前期比  ―  ）
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該当事項はありません。 

  

  

 
  

  

当第１四半期連結会計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

  

 
  

該当事項はありません。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

【簡便な会計処理】

当第１四半期連結会計期間

(自 平成22年４月１日   至 平成22年６月30日)

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。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

【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】

当第１四半期連結会計期間

(自 平成22年４月１日   至 平成22年６月30日)

１．会計処理基準に関

する事項の変更

（1）「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基

準第18号 平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しております。 

 これにより、営業損失及び経常損失はそれぞれ181千円増加し、税金等調整前四半

期純損失は4,060千円増加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産

除去債務の変動額は10,760千円であります。

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 496,362 526,755

受取手形及び売掛金 1,015,935 1,237,641

完成工事未収入金 445,845 564,111

商品及び製品 1,267,603 1,405,102

仕掛品 251,791 202,318

未成工事支出金 421,974 270,056

原材料及び貯蔵品 385,228 336,600

前渡金 112,679 113,016

その他 121,758 120,420

貸倒引当金 △18,217 △18,966

流動資産合計 4,500,962 4,757,054

固定資産

有形固定資産

土地 1,513,273 1,513,273

その他（純額） 768,089 809,764

有形固定資産合計 2,281,362 2,323,037

無形固定資産 7,372 11,485

投資その他の資産

その他 270,359 276,854

貸倒引当金 △162,476 △171,005

投資その他の資産合計 107,882 105,848

固定資産合計 2,396,618 2,440,372

資産合計 6,897,580 7,197,426
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,044,436 1,153,132

工事未払金 68,655 49,310

短期借入金 1,012,900 1,061,400

1年内返済予定の長期借入金 371,440 371,440

1年内償還予定の社債 50,000 50,000

賞与引当金 83,498 103,576

工事損失引当金 － 4,000

その他 603,392 482,438

流動負債合計 3,234,323 3,275,296

固定負債

社債 150,000 150,000

長期借入金 1,124,900 1,217,760

退職給付引当金 694,356 710,718

役員退職慰労引当金 91,395 93,328

資産除去債務 10,760 －

その他 220,457 213,705

固定負債合計 2,291,869 2,385,511

負債合計 5,526,192 5,660,808

純資産の部

株主資本

資本金 1,846,297 1,846,297

資本剰余金 1,687,943 1,687,943

利益剰余金 △2,315,358 △2,148,596

自己株式 △1,220 △1,220

株主資本合計 1,217,660 1,384,423

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 10 △1,159

土地再評価差額金 136,943 136,943

評価・換算差額等合計 136,953 135,783

少数株主持分 16,773 16,410

純資産合計 1,371,387 1,536,617

負債純資産合計 6,897,580 7,197,426
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(2) 四半期連結損益計算書

【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日

 至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日

 至 平成22年６月30日)

売上高 1,439,369 1,268,256

売上原価 1,026,361 1,031,795

売上総利益 413,008 236,461

販売費及び一般管理費 361,533 315,943

営業利益又は営業損失（△） 51,474 △79,481

営業外収益

受取利息 552 688

受取配当金 101 100

受取手数料 － 2,024

為替差益 27,572 －

その他 5,668 798

営業外収益合計 33,893 3,612

営業外費用

支払利息 16,637 18,011

支払手数料 688 83

為替差損 － 62,283

その他 1,806 2,219

営業外費用合計 19,132 82,598

経常利益又は経常損失（△） 66,235 △158,468

特別利益

固定資産売却益 － 345

貸倒引当金戻入額 4,003 6,478

特別利益合計 4,003 6,824

特別損失

固定資産除却損 － 526

減損損失 － 4,012

投資有価証券評価損 － 1,564

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,878

特別損失合計 － 9,981

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（△） 70,239 △161,625

法人税、住民税及び事業税 11,056 6,428

法人税等調整額 △3,031 △1,654

法人税等合計 8,025 4,774

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △166,399

少数株主利益 937 362

四半期純利益又は四半期純損失（△） 61,276 △166,762
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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）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
 至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

70,239 △161,625

減価償却費 31,528 38,485

減損損失 － 4,012

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,745 △9,278

賞与引当金の増減額（△は減少） △52,328 △20,078

退職給付引当金の増減額（△は減少） △15,804 △16,361

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,697 △1,933

工事損失引当金の増減額（△は減少） － △4,000

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,878

受取利息及び受取配当金 △653 △788

支払利息 16,637 18,011

為替差損益（△は益） △51 142

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,564

有形及び無形固定資産除却損 － 526

有形及び無形固定資産売却損益（△は益） 0 △345

売上債権の増減額（△は増加） 62,889 346,750

未成工事受入金の増減額（△は減少） △13,450 22,449

前受金の増減額（△は減少） △472 9,831

たな卸資産の増減額（△は増加） △139,572 △101,324

仕入債務の増減額（△は減少） 21,992 △89,519

未払費用の増減額（△は減少） － 64,211

その他 △1,412 40,290

小計 △18,507 144,899

利息及び配当金の受取額 111 149

利息の支払額 △20,009 △17,033

法人税等の支払額 △25,072 △16,176

営業活動によるキャッシュ・フロー △63,477 111,839

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 △1,200 △3,789

定期預金の払戻による収入 8,132 －

有形及び無形固定資産の取得による支出 △25,876 △3,269

有形及び無形固定資産の売却による収入 － 2,996

投資有価証券の取得による支出 △300 －

貸付金の回収による収入 135 135

その他 △848 △591

投資活動によるキャッシュ・フロー △19,957 △4,519

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 250,000 385,000

短期借入金の返済による支出 △60,000 △433,500

長期借入れによる収入 100,000 －

長期借入金の返済による支出 △209,270 △92,860

その他 △15 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 80,714 △141,360

現金及び現金同等物に係る換算差額 51 △142

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,668 △34,181

現金及び現金同等物の期首残高 473,226 429,840

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △5,957 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 464,599 395,658
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該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年６月30日) 

  

 
(注)１ 事業区分は、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 第１四半期連結会計期間から、「工事契約に関する会計基準」及び「工事契約に関する会計基準の適用指

針」を適用しております。 

 この変更に伴う各セグメントに与える影響はありません。 

  

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省

略しております。 

  

前第１四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年６月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

     ２ 各区分に属する主な国又は地域 

     (1) アフリカ地域………アルジェリア、アンゴラ 

     (2) アジア地域…………中国、タジキスタン、インドネシア、ベトナム 

     ３ 海外売上は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域への製品・商品売上高及び当社の本邦以外の国又

は地域における完成工事高であります。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(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

1,080,315 359,054 1,439,369 ― 1,439,369

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

2,675 320 2,995 (2,995) ―

計 1,082,990 359,374 1,442,365 (2,995) 1,439,369

 営業利益又は営業損失（△） 78,225 △26,625 51,599 (124) 51,474

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)

【海外売上高】

アフリカ地域 アジア地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 72,357 426,159 498,517

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 1,439,369

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

5.0 29.6 34.6
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 当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３

月21日）を適用しております。 

  

１  報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、当社

の取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ

ります。 

 当社グループは、販売地域又は製品・工事施工別に本部及び連結子会社を置き、各本部及び連結子会社は取り扱

う製品・商品・サービス・工事施工について国内・海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 従って、当社グループは本部及び連結子会社を基礎とした販売地域又は製品・工事施工別事業セグメントから構

成されており、事業活動の内容及び経営環境に関して適切な情報を提供するため、経済的特徴及び製品・サービス

等の要素が概ね類似する複数の事業セグメントを集約し、「ボーリング機器関連」及び「工事施工関連」の２つを

報告セグメントとしております。 

 「ボーリング機器関連」は、ボーリングマシン・ポンプ・ツールス・関連商品の製造販売及びレンタル・メンテ

ナンス等を行っております。「工事施工関連」は、地質調査・土木・地すべり工事・さく井・温泉工事・土壌汚染

改良工事・建築基礎工事等におけるボーリング掘削工事及び建設コンサルタント等を行っております。 

  

２  報告セグメントごとの売上高及び損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

 
 （注）セグメント損失の合計は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。 

  

該当事項はありません。 

【セグメント情報】

(追加情報)

報告セグメント

合計
ボーリング機器関連 工事施工関連

売上高

  外部顧客への売上高 742,414 525,842 1,268,256

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

2,671 133 2,804

計 745,085 525,975 1,271,061

セグメント損失 42,722 36,759 79,481

(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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