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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30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 ％

23年3月期第2四半期 2,700 △0.4 △124 ― △198 ― △295 ―
22年3月期第2四半期 2,712 △18.4 △22 ― △29 ― △44 ―

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2四半期 △32.93 ―
22年3月期第2四半期 △4.92 ―

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2四半期 6,723 1,242 18.2 136.73
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2四半期  1,226百万円 22年3月期  1,520百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

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 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 0.00 0.00

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有   

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 6,900 3.0 160 △11.1 50 △50.0 △60 ― △6.69



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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  
（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 

（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） 

※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。業績予想の具体的内容は、平成22年11月５日に別途開示いたしました「業績予想の修正
および特別損失計上に関するお知らせ」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.５「その他」をご覧ください。）

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） 23年3月期2Q 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2Q  3,029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2Q 8,967,169株 22年3月期2Q 8,967,226株
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当第２四半期連結累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る景

気の持ち直し局面から、円高の進行や輸出が弱含みに転じるなど、景気の下押しリスクが高まる

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２四半

期連結累計期間においても、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２四半期連結累計期間は、ボーリング機器関連および工事施工関連の受注がともに伸びた

ことから、受注高は前年同四半期比16.2％増の3,033百万円となりました。工事施工関連の完成工

事高は前年同四半期に比べ増加しましたが、ボーリング機器関連の売上高が前年同四半期に比べ

減少したことから、当第２四半期連結累計期間の売上高は前年同四半期比0.4％減の2,700百万円

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、①ボーリング機器関連において特機販売の増加、競争激化により販売価格が低下したこ

と、②工事施工関連において出来高が低水準に留まったことに伴う固定費負担増加、および採算

の厳しいＯＤＡ工事のウェ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124百

万円（前年同四半期は22百万円の営業損失）を計上しました。また、円高の進行により営業外費

用として為替予約等に伴う為替差損42百万円が発生したことから、経常損失として198百万円（前

年同四半期は経常損失29百万円）を計上いたしました。さらに、特別損失として当社四国支店高

知営業所における不適切な会計処理に伴う不適切取引損失69百万円、海外工事に従事していた当

社社員の疾病による臨時損失23百万円を計上した結果、当第２四半期連結累計期間の四半期純損

失は295百万円（前年同四半期は四半期純損失44百万円）となりました。 

なお、セグメントの業績は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２四半期連結累計期間の受注高は1,678百万円になりま

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1,481百万円となり、国内販売、海外販

売ともに減少する結果となりました。損益面では、売上高の減少に加え、特機販売の増加、競争激

化による販売価格の低下などにより原価率が上昇したことから、営業損失として123百万円を計上い

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２四半期連結累計期間の受注高は1,354百万円になりました

が、前連結会計年度以前に受注したＯＤＡ工事の進捗が寄与した結果、完成工事高は1,218百万円と

なりました。損益面では、出来高が低水準に留まったことに伴う固定費負担の増加、採算の厳しい

ＯＤＡ工事のウエイトの増加並びに原価率が上昇したことから、営業損失として1百万円を計上いた

しました。 

  

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
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 ①資産の部 

当第２四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473百万円減少し、

6,723百万円となりました。 

 流動資産は、現金及び預金が168百万円増加し、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59百万円増加しましたが、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489百万円、商品及び製品が売上により95百万円減少したことなどから、前連結

会計年度末と比較して389百万円減少し、4,367百万円となりました。 

 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40百万円の設備投資を行いまし

た。また、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、一部資産の除売却などにより、前連結会計年度末と比較し

て固定資産全体では84百万円減少し、2,356百万円となりました。 

  

 ②負債の部 

当第２四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179百万円減少し、

5,481百万円となりました。 

 流動負債は、支払手形及び買掛金が支払により131百万円減少しましたが、短期借入金が105百万

円、賞与引当金が26百万円増加したことにより、前連結会計年度末と比較して35百万円増加し、

3,311百万円となりました。 

 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11百万円、長期借入金が約定弁済により185百万円、社債

が償還により25百万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215百万円減少し、

2,170百万円となりました。 

  

 ③純資産の部 

当第２四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295百万円を計上したことなど

から、1,242百万円となりました。 

  

  （キャッシュ・フローの状況の分析） 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、601百万円となり、前第２四半期

連結会計期間より100百万円減少いたしました。なお、当第２四半期連結累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、273百万円の収入（前第２四半期連結累計期間は223百万

円の収入）となりました。収入の主な内訳は、売上債権の減少額500百万円、前渡金の減少額61百

万円、未成工事受入金の増加額59百万円であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額131百万

円、未払費用の減少額74百万円であります。 

  

  （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取得による支出６百万円はあっ

たものの、定期預金の払戻しによる収入３百万円と有形及び無形固定資産の売却による収入８百万

円等により３百万円の収入（前第２四半期連結累計期間は88百万円の支出）となりました。 

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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  （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、105百万円の支出（前第２四半期連結累計期間は98百万

円の収入）となりました。長期借入金は、約定弁済により185百万円の返済を、社債は25百万円の

償還をいたしました。短期借入金は、927百万円の調達に対し、822百万円の返済を実行いたしまし

た。 

  

  

平成23年３月期の業績予想の詳細につきましては、平成22年４月23日に公表いたしました業績予想か

ら修正しております。詳細につきましては、平成22年11月５日公表の「業績予想の修正および特別損失

計上に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

（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 6,900 百万円 （前期比  3.0％増）

       営業利益 160 百万円 （前期比 11.1％減）

       経常利益 50 百万円 （前期比 50.0％減）

       当期純利益 △60 百万円 （前期比  ―  ）
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該当事項はありません。 

  

  

 
  

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９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２四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日   至 平成22年９月30日)

１．一般債権の貸倒見

積高の算定方法 

当第２四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

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２四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日   至 平成22年９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

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363千円増加し、税金等調整前四半

期純損失は4,242千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10,727千円であります。

(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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 695,055 526,755

受取手形及び売掛金 1,051,553 1,237,641

完成工事未収入金 260,997 564,111

商品及び製品 1,309,541 1,405,102

仕掛品 252,079 202,318

未成工事支出金 329,977 270,056

原材料及び貯蔵品 369,245 336,600

前渡金 51,851 113,016

その他 63,185 120,420

貸倒引当金 △15,756 △18,966

流動資産合計 4,367,730 4,757,054

固定資産

有形固定資産

土地 1,510,566 1,513,273

その他（純額） 729,899 809,764

有形固定資産合計 2,240,465 2,323,037

無形固定資産 7,126 11,485

投資その他の資産

その他 265,944 276,854

貸倒引当金 △157,528 △171,005

投資その他の資産合計 108,415 105,848

固定資産合計 2,356,007 2,440,372

資産合計 6,723,737 7,197,426
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 1,021,992 1,153,132

工事未払金 49,750 49,310

短期借入金 1,166,779 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 129,618 103,576

工事損失引当金 － 4,000

受注損失引当金 8,163 －

その他 513,419 482,438

流動負債合計 3,311,163 3,275,296

固定負債

社債 125,000 150,000

長期借入金 1,032,040 1,217,760

退職給付引当金 699,682 710,718

役員退職慰労引当金 93,962 93,328

資産除去債務 10,793 －

その他 208,575 213,705

固定負債合計 2,170,053 2,385,511

負債合計 5,481,216 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 △2,443,873 △2,148,596

自己株式 △1,243 △1,220

株主資本合計 1,089,124 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 16,443 16,410

純資産合計 1,242,521 1,536,617

負債純資産合計 6,723,737 7,197,426
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(2) 四半期連結損益計算書

【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
 至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年９月30日)

売上高 2,712,284 2,700,375

売上原価 2,032,426 2,189,941

売上総利益 679,858 510,433

販売費及び一般管理費 702,043 634,590

営業損失（△） △22,185 △124,156

営業外収益

受取利息 1,098 1,232

受取配当金 184 137

受取手数料 － 2,024

為替差益 17,908 －

その他 12,319 4,459

営業外収益合計 31,510 7,854

営業外費用

支払利息 32,850 35,089

支払手数料 2,441 1,719

為替差損 － 42,758

その他 3,202 2,882

営業外費用合計 38,494 82,450

経常損失（△） △29,168 △198,752

特別利益

固定資産売却益 － 2,259

貸倒引当金戻入額 3,529 10,706

賞与引当金戻入額 － 5,464

特別利益合計 3,529 18,430

特別損失

固定資産売却損 － 122

固定資産除却損 404 571

減損損失 － 6,719

投資有価証券評価損 1,579 1,669

投資有価証券売却損 32 －

臨時損失 － 23,931

不適切取引損失 － 69,484

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 2,017 106,377

税金等調整前四半期純損失（△） △27,656 △286,698

法人税、住民税及び事業税 14,845 8,913

法人税等調整額 556 △367

法人税等合計 15,402 8,545

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △295,243

少数株主利益 1,097 32

四半期純損失（△） △44,157 △295,276
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【第２四半期連結会計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
 至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
 至 平成22年９月30日)

売上高 1,272,914 1,432,118

売上原価 1,006,064 1,158,145

売上総利益 266,849 273,972

販売費及び一般管理費 340,983 318,647

営業損失（△） △74,134 △44,674

営業外収益

受取利息 546 544

受取配当金 83 37

負ののれん償却額 2,767 －

為替差益 － 19,524

その他 3,883 3,660

営業外収益合計 7,280 23,767

営業外費用

支払利息 16,213 17,077

支払手数料 1,752 1,635

為替差損 9,663 －

その他 1,395 663

営業外費用合計 29,025 19,376

経常損失（△） △95,878 △40,283

特別利益

固定資産売却益 － 1,913

貸倒引当金戻入額 － 4,227

賞与引当金戻入額 － 5,464

特別利益合計 － 11,605

特別損失

固定資産売却損 － 122

固定資産除却損 404 45

減損損失 － 2,707

投資有価証券評価損 1,579 105

投資有価証券売却損 32 －

臨時損失 － 23,931

不適切取引損失 － 69,484

特別損失合計 2,017 96,395

税金等調整前四半期純損失（△） △97,896 △125,073

法人税、住民税及び事業税 3,789 2,484

法人税等調整額 3,588 1,286

法人税等合計 7,377 3,771

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △128,844

少数株主利益又は少数株主損失（△） 160 △329

四半期純損失（△） △105,433 △128,514
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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２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
 至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年９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損失（△） △27,656 △286,698

減価償却費 66,082 77,101

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,878

減損損失 － 6,719

投資有価証券評価損益（△は益） 1,579 1,669

有形及び無形固定資産除却損 404 571

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,080 △16,687

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,041 26,042

退職給付引当金の増減額（△は減少） △22,560 △11,035

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,264 5,134

工事損失引当金の増減額（△は減少） － △4,000

受注損失引当金の増減額（△は減少） － 8,163

受取利息及び受取配当金 △1,283 △1,370

支払利息 32,850 35,089

為替差損益（△は益） 53 128

投資有価証券売却損益（△は益） 32 －

有形及び無形固定資産売却損益（△は益） － △2,136

売上債権の増減額（△は増加） 294,095 500,624

未成工事受入金の増減額（△は減少） 253,608 59,245

前受金の増減額（△は減少） △893 3,300

たな卸資産の増減額（△は増加） △249,607 △35,570

仕入債務の増減額（△は減少） 46,549 △131,188

前渡金の増減額（△は増加） △58,247 61,164

未払費用の増減額（△は減少） － △74,550

その他 △50,000 95,688

小計 285,232 321,281

利息及び配当金の受取額 400 1,169

利息の支払額 △36,591 △36,172

役員退職慰労金の支払額 － △4,500

法人税等の支払額 △25,073 △16,176

法人税等の還付額 － 7,726

営業活動によるキャッシュ・フロー 223,968 273,327

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 △1,705 △607

定期預金の払戻による収入 － 3,864

有形及び無形固定資産の取得による支出 △81,271 △6,868

有形及び無形固定資産の売却による収入 － 8,037

投資有価証券の取得による支出 △300 －

投資有価証券の売却による収入 134 －

子会社株式の取得による支出 △4,110 －

貸付金の回収による収入 270 220

その他 △1,162 △925

投資活動によるキャッシュ・フロー △88,145 3,720
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
 至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年９月30日)

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 817,400 927,779

短期借入金の返済による支出 △450,000 △822,400

長期借入れによる収入 150,000 －

長期借入金の返済による支出 △418,540 △185,720

社債の償還による支出 － △25,000

その他 △15 △22

財務活動によるキャッシュ・フロー 98,844 △105,363

現金及び現金同等物に係る換算差額 △53 △128

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 234,614 171,556

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 701,882 601,397
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該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９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 

  

前第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９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。 

  

(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

805,546 467,367 1,272,914 ― 1,272,914

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

11,184 ― 11,184 (11,184) ―

計 816,730 467,367 1,284,098 (11,184) 1,272,914

営業損失 32,638 37,658 70,296 (3,837) 74,134

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

1,885,862 826,422 2,712,284 ― 2,712,284

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

13,859 320 14,179 (14,179) ―

計 1,899,721 826,742 2,726,464 (14,179) 2,712,284

 営業利益又は営業損失（△） 46,061 △64,284 △18,223 (3,962) △22,185

鉱研工業㈱（6297）平成23年３月期　第２四半期決算短信

-12-



  

 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２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９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、マリ、アンゴラ 

     (2) アジア地域…………中国、台湾、インドネシア 

     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。 

  

前第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９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、マリ、アンゴラ 

     (2) アジア地域…………中国、タジキスタン、インドネシア 

     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。 

  

【所在地別セグメント情報】

 前第２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日)及び前第２四半期連結累計

期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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) 70,656 87,359 158,016

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 1,272,914

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

5.5 6.9 12.4

アフリカ地域 アジア地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 143,013 513,519 656,533

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 2,712,284

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

5.3 18.9 24.2
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 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利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

 
(注) １ セグメント損失の調整額203千円は、セグメント間取引消去であります。 

     ２ セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

【セグメント情報】

(追加情報)

（単位：千円）

報告セグメント

合計
調整額 

（注）１

四半期連結損益
計算書計上額 
（注）２

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 1,481,467 1,218,907 2,700,375 ― 2,700,375

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

6,509 133 6,642 △6,642 ―

計 1,487,977 1,219,040 2,707,018 △6,642 2,700,375

セグメント損失 123,181 1,178 124,360 203 124,156
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当第２四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日) 

 
(注) １ セグメント利益又は損失の調整額479千円は、セグメント間取引消去であります。 

     ２ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

該当事項はありません。 

  

（単位：千円）

報告セグメント

合計
調整額 

（注）１

四半期連結損益
計算書計上額 
（注）２

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 739,053 693,064 1,432,118 ― 1,432,118

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

3,838 ― 3,838 △3,838 ―

計 742,891 693,064 1,435,956 △3,838 1,432,118

セグメント利益又は損失(△) △80,881 35,727 △45,153 479 △44,674

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

鉱研工業㈱（6297）平成23年３月期　第２四半期決算短信

-15-


	第２四半期決算短信（サマリー）
	https___www.takara-dic-net.jp_xeditor2_html_gene.pdf



