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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 1,073 △15.4 0 ― △6 ― △11 ―
23年3月期第1四半期 1,268 △11.9 △79 ― △158 ― △166 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △11百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △165百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 △1.29 ―
23年3月期第1四半期 △18.60 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 6,430 1,556 23.9
23年3月期 7,110 1,568 21.8
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  1,539百万円 23年3月期  1,549百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 2,674 △1.0 △8 ― △50 ― △70 ― △7.81
通期 6,550 △2.1 220 △25.8 140 △36.9 100 241.6 11.15



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 8,970,111 株 23年3月期 8,970,111 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 3,029 株 23年3月期 3,029 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 8,967,082 株 23年3月期1Q 8,967,207 株
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当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、３月11日に発生した東日本大震災の影響による急

激な景気の落ち込みから、部品供給網復旧に伴う生産や輸出の持ち直しにより一部立ち直りの兆しが窺

われ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月より開始した「中期経営計画」に基づき、売上高の持続的拡

大と収益体質の確立を基本方針として、グローバル展開の促進、市場・顧客開拓力の向上、得意分野の

深化、損益分岐点の引き下げ、コーポレート・ガバナンスの確立に取り組んでおります。 

 当第１四半期連結累計期間は、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3.8%

増の1,549百万円となりましたが、ボーリング機器関連の売上高が前年同四半期に比べ23.7%減少したこ

とから、当第１四半期連結累計期間の売上高は前年同期四半期比15.4%減の1,073百万円となりました。

売上高は減少したものの、前連結会計年度に引き続き経営の合理化を推進し、原価低減、経費削減に努

めた結果、営業利益は640千円(前年同四半期は79百万円の営業損失)となり、経常損失6百万円(前年同

四半期は158百万円の経常損失)、四半期純損失11百万円(前年同四半期は166百万円の四半期純損失)を

計上いたしました。 

  

  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１四半期連結累計期間の受注高は前年同四半期比8.8％減

の683百万円となりましたが、国内、海外ともに売上が伸び悩み、売上高は566百万円と前年同四半期比

23.7％減となり、セグメント損失(営業損失)61百万円(前年同四半期は42百万円のセグメント損失)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１四半期連結累計期間の受注高は前年同四半期比16.4％増の866

百万円となりました。国内はビッグマン・レイズボーリング工事の進捗が完成工事高に寄与したもの

の、海外のＯＤＡ工事が減少したことから、売上高は507百万円と前年同四半期比3.6％減となりました

が、国内の大型工事の進捗に伴い請負工事用機械の稼働率が向上した等により原価率が低下し、セグメ

ント利益(営業利益)として62百万円(前年同四半期は36百万円のセグメント損失)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679百万円減少し、6,430百

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生産高の増加により商品及び製品が226百万円、仕掛品が

27百万円増加し、工事施工関連においては仕掛工事が進捗し始めたことにより未成工事支出金が72百万

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449百万円減少し、また

現金及び預金も主に借入金の返済により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647百万円減少し、4,356百万円となりました。 

１．当四半期決算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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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２百万円の設備投資を行いました

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32百

万円減少し、2,074百万円となりました。 

  

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668百万円減少し、4,874百

万円となりました。 

 流動負債は、工事未払金が21百万円、賞与引当金が58百万円増加しましたが、支払手形及び買掛金が

支払いにより199百万円、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426百万円減

少したことなどから、前連結会計年度末と比較して620百万円減少し、2,710百万円となりました。ま

た、固定負債は、退職給付引当金が主に定年退職者への支給により４百万円、長期借入金が約定弁済に

より40百万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48百万円減少し、2,163百万円と

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11百万円を計上したことなどから

1,556百万円となりましたが、総資産を圧縮したことにより、自己資本比率は前期末の21.8％から

23.9％となりました。 

  

今後の我が国の経済は、３月に発生した東日本大震災による広範囲の被害、また、地震に伴う原発事

故による電力供給の制限等の影響から、経済・産業活動の停滞が懸念される状況が続くものと思われま

す。 

 このような状況のもと、当社グループでは当期から開始した「中期経営計画」に基づき、売上の持続

的拡大と収益体質の確立を基本方針として、グローバル展開の促進、市場・顧客開拓力の向上、得意分

野の深化、損益分岐点の引き下げ、コーポレート・ガバナンスの確立に取り組んでまいります。 

 今後は、社会基盤整備、資源開発需要が旺盛なアジア新興国を中心とする海外販売および国内におけ

る特機販売、更新需要捕捉に注力するとともに、当社グループの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、売上目標を達成させる計画であり

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 6,550 百万円 （前期比 2.1％減）

       営業利益 220 百万円 （前期比 25.8％減）

       経常利益 140 百万円 （前期比 36.9％減）

       当期純利益 100 百万円 （前期比 241.6％増）
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表等

（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,125,477 598,111

受取手形及び売掛金 1,419,531 1,194,598

完成工事未収入金 480,224 256,074

商品及び製品 1,196,774 1,422,945

仕掛品 206,292 233,908

未成工事支出金 79,595 152,493

原材料及び貯蔵品 376,781 366,427

前渡金 72,027 43,068

その他 64,839 105,126

貸倒引当金 △17,784 △16,634

流動資産合計 5,003,760 4,356,119

固定資産

有形固定資産

土地 1,351,566 1,351,566

その他（純額） 654,328 622,525

有形固定資産合計 2,005,894 1,974,091

無形固定資産 7,114 6,999

投資その他の資産

その他 236,632 230,372

貸倒引当金 △142,593 △136,731

投資その他の資産合計 94,038 93,641

固定資産合計 2,107,047 2,074,732

資産合計 7,110,807 6,430,852
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,517,879 1,318,345

工事未払金 26,735 48,242

短期借入金 844,779 400,000

1年内返済予定の長期借入金 433,480 451,480

1年内償還予定の社債 50,000 50,000

賞与引当金 113,989 172,816

工事損失引当金 － 1,400

受注損失引当金 4,700 3,600

その他 339,233 264,677

流動負債合計 3,330,796 2,710,562

固定負債

社債 100,000 100,000

長期借入金 1,090,280 1,049,410

退職給付引当金 708,805 704,131

役員退職慰労引当金 99,097 96,270

資産除去債務 10,858 10,892

その他 202,899 202,950

固定負債合計 2,211,941 2,163,653

負債合計 5,542,738 4,874,215

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 △2,119,319 △2,130,854

自己株式 △1,243 △1,243

株主資本合計 1,413,677 1,402,142

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △887 360

土地再評価差額金 136,943 136,943

その他の包括利益累計額合計 136,055 137,303

少数株主持分 18,335 17,190

純資産合計 1,568,068 1,556,636

負債純資産合計 7,110,807 6,430,852
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 1,268,256 1,073,346

売上原価 1,031,795 768,966

売上総利益 236,461 304,379

販売費及び一般管理費 315,943 303,738

営業利益又は営業損失（△） △79,481 640

営業外収益

受取利息 688 315

受取配当金 100 －

受取手数料 2,024 －

貸倒引当金戻入額 － 6,346

その他 798 1,983

営業外収益合計 3,612 8,645

営業外費用

支払利息 18,011 13,651

支払手数料 83 74

為替差損 62,283 1,207

その他 2,219 1,081

営業外費用合計 82,598 16,014

経常損失（△） △158,468 △6,728

特別利益

貸倒引当金戻入額 6,478 －

固定資産売却益 345 68

特別利益合計 6,824 68

特別損失

固定資産売却損 526 587

固定資産除却損 － 129

減損損失 4,012 －

投資有価証券評価損 1,564 1,489

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 2,206

税金等調整前四半期純損失（△） △161,625 △8,866

法人税、住民税及び事業税 6,428 3,867

法人税等調整額 △1,654 △54

法人税等合計 4,774 3,812

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △166,399 △12,679

少数株主利益又は少数株主損失（△） 362 △1,144

四半期純損失（△） △166,762 △11,535
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四半期連結包括利益計算書

 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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △166,399 △12,679

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,169 1,247

その他の包括利益合計 1,169 1,247

四半期包括利益 △165,229 △11,431

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △165,592 △10,287

少数株主に係る四半期包括利益 362 △1,144
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 該当事項はありません。 

  

  

Ⅰ  前第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) 

１．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 

  

 
(注) １. セグメント損失の調整額△275千円は、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。 

  

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日) 

１．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 

  

 
(注) １. セグメント利益又は損失(△)の調整額337千円は、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利益と調整を行っております。 

  

  

 該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

【セグメント情報】

（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 742,414 525,842 1,268,256 ― 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 △2,804 ―

計 745,085 525,975 1,271,061 △2,804 1,268,256

セグメント損失 42,300 36,905 79,206 △275 79,481

（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 566,204 507,141 1,073,346 ― 1,073,346

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

6,760 ― 6,760 △6,760 ―

計 572,965 507,141 1,080,106 △6,760 1,073,346

セグメント利益又は損失(△) △61,463 62,442 978 △337 640

（５）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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