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平成 18 年 3 月期 第３四半期財務･業績の概況（連結）    平成18年2月13日 
 

上 場 会 社 名        近畿車輛株式会社  （コード番号：7122 東証・大証第一部） 

  

（ＵＲＬ  http://www.kinkisharyo.co.jp  ）   

代  表  者 役職名 取締役社長 氏名 櫻井紘一 

問合せ先責任者 役職名 常務取締役経営管理室長 氏名 吉沢瑞成  ＴＥＬ (06)6744－2053 

 

１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無     ： 有 

たな卸資産については実地たな卸を省略し、継続記録による帳簿たな卸によって算定しております。 

② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無   ： 無 

③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無         ： 無 

 

２．平成18年3月期第3四半期財務･業績の概況（平成17年4月1日～平成17年12月31日） 

（1）経営成績（連結）の進捗状況                     （注）金額は百万円未満を切り捨て 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年3月期第3四半期 18,583 △40.6 △164 ― 291 △91.1 669 △69.2

17年3月期第3四半期 31,310 △10.6 3,245 △8.8 3,254 20.9 2,171 27.7

（参考）17年3月期 41,130  2,836 2,994  2,085

 

 
1株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後  

1株当たり四半期  

（当期）純利益 

 円 銭 円 銭

18年3月期第3四半期 9.7  ―

17年3月期第3四半期 31.47  ―

（参考）17年3月期 29.21  ―
  

（注）売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。 

 

［経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等］ 

当社企業グループの当第3四半期の売上高は185億8千3百万円となりました。 

事業の種類別でみますと、鉄道車両関連事業は、国内向車両では西日本旅客鉄道株式会社向700系新幹線電車及び

321系通勤型電車等、海外向車両ではアメリカ・ダラス高速運輸公社向軽量電車及びアメリカ・ニュージャージー運

輸公社向低床式軽量電車等があり、152億2千9百万円となりました。また、建材関連事業は、マンション向け玄関ド

ア等29億8百万円となり、不動産賃貸事業は、所沢商業施設及び東大阪商業施設を中心とする不動産賃貸事業で4億4

千5百万円となりました。なお、当四半期連結会計期間(自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31日)から「注記事項

（セグメント情報）」に記載のとおり、事業の種類別セグメントを変更しており、不動産賃貸事業を区分表示してお

ります。 

一方、損益面におきましては、鉄道車両関連事業が受注案件の谷間にあり、依然として厳しい市場環境にある建材

関連事業とともに営業損益は前年同期に比べ減少しておりますが、為替変動の影響を受け、経常利益は2億9千1百万

円、四半期純利益は6億6千9百万円となりました。 

 

（2）財政状態（連結）の変動状況 

 総資産 株主資本 株主資本比率 1株当たり株主資本 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

18年3月期第3四半期 41,192  22,634 54.9  328.16

17年3月期第3四半期 41,819  21,812 52.2  316.16

（参考）17年3月期 40,917  21,597 52.8  312.05
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 【連結キャッシュ・フローの状況】 

 営業活動による  

キャッシュ・フロー 

投資活動による  

キャッシュ・フロー

財務活動による  

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物

期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

18年3月期第3四半期 △1,670 65 △3,520 2,490 

17年3月期第3四半期 9,699 651 △8,341 8,404 

（参考）17年3月期 9,337 366 △8,423 7,490 

 
［財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等］ 

①財政状態 

総資産は借入金の返済に伴う現金支出があったものの、主に鉄道車両関連事業における新規受注に伴うたな卸

資産の増加や投資有価証券の時価評価による増加等により、前期末に比べ2億7千4百万円増加し、411億9千2百万

円（前連結会計年度409億1千7百万円）となりました。 

株主資本は主に四半期純利益の計上により利益剰余金が増加したため、前期末に比べ10億3千6百万円増加し、

226億3千4百万円（前連結会計年度215億9千7百万円）となりました。 

以上の結果、株主資本比率は前期末に比べ2.1ポイント増加し、54.9％となりました。 

②連結キャッシュ・フローの状況 

当第3四半期における連結ベースの現金及び現金同等物は前年同期末と比べ59億1千4百万円減少し、残高は24億

9千万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が9億6千4百万円となりましたが、主にたな

卸資産の増加、仕入債務の減少及び法人税の支払等により、16億7千万円の支出となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得及び投資有価証券の売却により、6千5百万円

の収入となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、主に借入金の返済により、35億2千万円の支出となりました。 

 

３．平成18年3月期の連結業績予想（平成17年4月1日～平成18年3月31日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

通 期 30,000 500 900 

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期）13円05銭 

（注）・アメリカにおける鉄道車両関連事業の売上高の増加見通しと為替の影響により、上記の通り平成17年11月2

日に発表しました「中間決算短信(連結)」に記載の業績予想を変更致します。 

・上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績

は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

・平成17年11月2日に発表しました「中間決算短信(連結)」に記載の業績予想からの変更はありません。 
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四半期連結貸借対照表 

  
前四半期連結会計期間末
(平成16年12月31日) 

当四半期連結会計期間末
(平成17年12月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円) 構成比 
(％) 金額(百万円) 構成比

(％)

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

１ 現金及び預金   8,409 2,495   7,495

２ 受取手形及び売掛金 ※４  10,962 11,566   12,484

３ たな卸資産   8,537 11,822   6,785

４ その他   944 1,149   891

貸倒引当金   △6 △14   △9

流動資産合計   28,847 69.0 27,018 65.6  27,647 67.6

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産 ※１    

(1) 建物及び構築物 ※３  2,665 2,812   2,655

(2) 機械装置及び運搬具   1,765 2,107   1,937

(3) 土地   2,041 2,029   2,039

(4) 建設仮勘定   291 93   54

(5) その他   310 355   319

有形固定資産合計   7,074 7,396   7,007

２ 無形固定資産   367 270   361

３ 投資その他の資産     

(1) 投資有価証券   5,312 6,232   5,561

(2) その他   259 302   389

貸倒引当金   △43 △28   △49

投資その他の資産合計   5,528 6,506   5,901

固定資産合計   12,971 31.0 14,173 34.4  13,270 32.4

資産合計   41,819 100.0 41,192 100.0  40,917 100.0
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前四半期連結会計期間末
(平成16年12月31日) 

当四半期連結会計期間末
(平成17年12月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円) 構成比 
(％) 金額(百万円) 構成比

(％)

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

１ 支払手形及び買掛金 ※４  6,001 4,244   5,130

２ 短期借入金   5,785 2,815   5,785

３ 未払法人税等   711 56   636

４ 前受金   ― 5,431   1,001

５ 賞与引当金   93 91   389

６ その他   4,191 2,306   3,067

流動負債合計   16,783 40.1 14,945 36.3  16,009 39.1

Ⅱ 固定負債     

１ 長期借入金   280 ―   200

２ 退職給付引当金   996 1,337   1,127

３ 長期預り金 ※３  ― 1,977   1,812

４ その他 ※３  1,946 297   170

固定負債合計   3,223 7.7 3,612 8.8  3,310 8.1

負債合計   20,006 47.8 18,557 45.1  19,320 47.2

     

(少数株主持分)     

少数株主持分   ― ― ― ―  ― ―

(資本の部)     

Ⅰ 資本金   5,252 12.6 5,252 12.8  5,252 12.8

Ⅱ 資本剰余金   3,124 7.5 3,124 7.6  3,124 7.6

Ⅲ 利益剰余金   12,731 30.4 12,899 31.3  12,645 30.9

Ⅳ その他有価証券評価差額金   941 2.2 1,530 3.7  1,064 2.6

Ⅴ 為替換算調整勘定   △215 △0.5 △144 △0.4  △466 △1.1

Ⅵ 自己株式   △22 △0.0 △28 △0.1  △23 △0.0

資本合計   21,812 52.2 22,634 54.9  21,597 52.8

負債、少数株主持分 
及び資本合計   41,819 100.0 41,192 100.0  40,917 100.0
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四半期連結損益計算書 

  
前四半期連結会計期間 
(自 平成16年４月１日
 至 平成16年12月31日)

当四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日
 至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 注記 
番号 金額(百万円) 

百分比
(％) 金額(百万円) 百分比 

(％) 金額(百万円) 百分比
(％)

Ⅰ 売上高   31,310 100.0 18,583 100.0  41,130 100.0

Ⅱ 売上原価   25,824 82.5 16,550 89.1  35,131 85.4

売上総利益   5,485 17.5 2,033 10.9  5,999 14.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  2,240 7.1 2,198 11.8  3,162 7.7

営業利益又は営業損失(△)   3,245 10.4 △164 △0.9  2,836 6.9

Ⅳ 営業外収益     

１ 受取利息   27 22   41

２ 受取配当金   61 56   61

３ 為替差益   10 345   111

４ 持分法による投資利益   ― 32   3

５ 貸倒引当金戻入額   21 22   20

６ 雑収入   30 42   48

営業外収益合計   150 0.5 521 2.8  286 0.7

Ⅴ 営業外費用     

１ 支払利息   58 23   68

２ 固定資産売却損   ― 13   ―

３ 固定資産除却損   27 11   29

４ 持分法による投資損失   36 ―   ―

５ 雑支出   19 16   30

営業外費用合計   142 0.5 65 0.3  128 0.3

経常利益   3,254 10.4 291 1.6  2,994 7.3

Ⅵ 特別利益     

１ 固定資産売却益 ※２  ― 48   ―

２ 投資有価証券売却益   453 625   453

特別利益合計   453 1.4 673 3.6  453 1.1

税金等調整前 
四半期(当期)純利益 

  3,707 11.8 964   3,447 8.4

法人税、住民税及び事業税   1,333 4.3 181 1.0  1,453 3.5

法人税等調整額   201 0.6 113 0.6  △90 △0.2

四半期(当期)純利益   2,171 6.9 669 3.6  2,085 5.1
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四半期連結剰余金計算書 

  
前四半期連結会計期間 
(自 平成16年４月１日
 至 平成16年12月31日)

当四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日
 至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

(資本剰余金の部)    

Ⅰ 資本剰余金期首残高  3,124 3,124  3,124

    

Ⅱ 資本剰余金 
四半期末(期末)残高 

 3,124 3,124  3,124

    

(利益剰余金の部)    

Ⅰ 利益剰余金期首残高  10,965 12,645  10,965

    

Ⅱ 利益剰余金増加高    

    

１ 四半期(当期)純利益  2,171 2,171 669 669 2,085 2,085

    

Ⅲ 利益剰余金減少高    

    

１ 配当金  345 344  345 

２ 役員賞与  60 405 70 414 60 405

    

Ⅳ 利益剰余金 
四半期末(期末)残高 

 12,731 12,899  12,645
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前四半期連結会計期間
(自 平成16年４月１日
 至 平成16年12月31日)

当四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

１ 税金等調整前四半期(当期)純利益  3,707 964 3,447

２ 減価償却費  592 619 822

３ 賞与引当金の減少額  △307 △297 △11

４ 貸倒引当金の減少額  △65 △15 △55

５ 退職給付引当金の増加額  136 210 268

６ 役員退職慰労引当金の減少額  △203 ― △203

７ 受取利息及び受取配当金  △88 △78 △102

８ 支払利息  58 23 68

９ 持分法による投資損益(△は利益)  36 △32 △3

10 投資有価証券売却益  △453 △625 △453

11 有形固定資産除却損  27 11 29

12 有形固定資産売却益  △0 △48 △0

13 有形固定資産売却損  1 13 1

14 無形固定資産売却益  ― ― △5

15 無形固定資産売却損  ― 0 ―

16 売上債権の減少額  8,641 5,412 6,691

17 たな卸資産の増減額(△は増加)  2,734 △4,772 4,352

18 仕入債務の減少額  △4,199 △1,198 △4,894

19 未払金等の増減額(△は減少)  185 △763 596

20 未収消費税等の増加額  ― △76 ―

21 未払消費税等の増減額(△は減少)  250 △360 334

22 役員賞与の支払額  △60 △70 △60

23 その他  7 423 △27

小計  11,002 △660 10,795

24 利息及び配当金の受取額  88 78 102

25 利息の支払額  △60 △18 △80

26 法人税等の支払額  △1,331 △1,069 △1,480

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 9,699 △1,670 9,337
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前四半期連結会計期間
(自 平成16年４月１日
 至 平成16年12月31日)

当四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

１ 有形固定資産の取得による支出  △901 △760 △1,155

２ 有形固定資産の売却による収入  3 76 3

３ 無形固定資産の取得による支出  △35 △21 △72

４ 無形固定資産の売却による収入  ― 0 5

５ 投資有価証券の取得による支出  △106 ― △106

６ 投資有価証券の売却による収入  1,693 771 1,693

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 651 65 366

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

１ 短期借入れによる収入  6,430 2,700 8,965

２ 短期借入金の返済による支出  △9,780 △5,630 △12,315

３ 長期借入金の返済による支出  △4,640 △240 △4,720

４ 自己株式の取得による支出  △6 △5 △8

５ 配当金の支払額  △345 △344 △345

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △8,341 △3,520 △8,423

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 138 125 △47

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 
(△は減少) 

 2,147 △5,000 1,233

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  6,257 7,490 6,257

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高 

 8,404 2,490 7,490
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表示方法の変更 

前四半期連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
 至 平成16年12月31日) 

当四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年12月31日) 

(四半期連結貸借対照表) 

 固定資産の「繰延税金資産」については、金額が僅少で

あるため「その他」に含めて表示している。なお、当四半

期連結会計期間(自 平成16年４月1日 至 平成16年12月31

日)の固定資産の「その他」に含まれている「繰延税金資

産」は80百万円である。 

(四半期連結貸借対照表)) 

 前四半期連結会計期間(自 平成16年４月1日 至 平成16

年12月31日)まで流動負債「その他」に含めて表示してい

た「前受金」及び固定負債「その他」に含めて表示してい

た「長期預り金」は、金額的に重要性が大きくなったた

め、当四半期連結会計期間(自 平成17年４月1日 至 平成

17年12月31日)より区分掲記することに変更している。前

四半期連結会計期間(自 平成16年４月1日 至 平成16年12

月31日)において流動負債「その他」に含めて表示してい

た「前受金」は1,295百万円、固定負債「その他」に含め

て表示していた「長期預り金」は1,812百万円である。 

  

――― (四半期連結損益計算書) 

 前四半期連結会計期間(自 平成16年４月1日 至 平成16

年12月31日)まで営業外費用「雑支出」に含めて表示して

いた「固定資産売却損」は営業外費用の100分の10を越え

たため、当四半期連結会計期間(自 平成17年４月1日 至

平成17年12月31日)より区分掲記することに変更してい

る。前四半期連結会計期間(自 平成16年４月1日 至 平成

16年12月31日)において「雑支出」に含めて表示していた

「固定資産売却損」は１百万円である。 

 

注記事項 

(四半期連結貸借対照表関係) 

前四半期連結会計期間末 
(平成16年12月31日) 

当四半期連結会計期間末 
(平成17年12月31日) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、13,520百万円である。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、14,005百万円である。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、13,650百万円である。 

   

 ２ 偶発債務 

連結会社以外の会社の銀行借

入に対する保証債務 

コスモ近畿㈱ 200百万円
 

 ２ 偶発債務 

連結会社以外の会社の銀行借

入に対する保証債務 

コスモ近畿㈱ 200百万円
 

 ２ 偶発債務 

連結会社以外の会社の銀行借

入に対する保証債務 

コスモ近畿㈱ 200百万円
 

   

※３ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産 

建物 827百万円

   担保付債務 

預り保証金 1,205百万円

預り敷金 70百万円

    (固定負債「その他」に含む) 

※３ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産 

建物 786百万円

   担保付債務 

預り保証金 1,205百万円

預り敷金 70百万円

    (固定負債「長期預り金」に

含む) 

※３ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産 

建物 816百万円

   担保付債務 

預り保証金 1,205百万円

預り敷金 70百万円

    (固定負債「長期預り金」に

含む) 
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前四半期連結会計期間末 
(平成16年12月31日) 

当四半期連結会計期間末 
(平成17年12月31日) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

※４ 四半期連結会計期間末日満期

手形の処理 

 四半期連結会計期間末日満

期手形は、手形交換日をもっ

て決済処理している。なお、

当四半期連結会計期間末日

は、金融機関の休日であった

ため四半期連結会計期間末日

満期手形が、以下の科目に含

まれている。 

受取手形及び

売掛金 
36百万円

支払手形及び

買掛金 
54百万円

 

※４ 四半期連結会計期間末日満期

手形の処理 

    四半期連結会計期間末日満

期手形は、手形交換日をもっ

て決済処理している。なお、

当四半期連結会計期間末日

は、金融機関の休日であった

ため四半期連結会計期間末日

満期手形が、以下の科目に含

まれている。 

受取手形及び

売掛金 
39百万円

支払手形及び

買掛金 
36百万円

 

――― 

 

(四半期連結損益計算書関係) 

前四半期連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

当四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目と金額は次のとお

りである。 

給料及び手当 614百万円

賞与引当金 

繰入額 
14百万円

退職給付費用 357百万円

役員退職慰労 

引当金繰入額 
9百万円

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目と金額は次のとお

りである。 

給料及び手当 643百万円

賞与引当金 

繰入額 
23百万円

退職給付費用 368百万円
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目と金額は次のとお

りである。 

給料及び手当 937百万円

賞与引当金 

繰入額 
54百万円

退職給付費用 465百万円

役員退職慰労 

引当金繰入額 
9百万円

貸倒引当金 

繰入額 
0百万円

 
   

――― ※２ 固定資産売却益の内訳は次の

とおりである。 

土地 48百万円
 

――― 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前四半期連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

当四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 現金及び現金同等物の四半期末

残高と四半期連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との

関係 

現金及び 

預金勘定 
8,409百万円

預入期間が 

３ヶ月を超える 

定期預金等 

△5 

現金及び 

現金同等物 
8,404 

 

１ 現金及び現金同等物の四半期末

残高と四半期連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との

関係 

現金及び 

預金勘定 
2,495百万円

預入期間が 

３ヶ月を超える

定期預金等 

△5 

現金及び 

現金同等物 
2,490 

 

１ 現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

現金及び 

預金勘定 
7,495百万円

預入期間が 

３ヶ月を超える 

定期預金等 

△5 

現金及び 

現金同等物 
7,490 
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 (セグメント情報) 

事業の種類別セグメント情報 

前四半期連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年12月31日) 

 
鉄道車両 
関連事業 
(百万円) 

建材 
関連事業 
(百万円) 

その他事業
 

(百万円) 

計 
 

(百万円) 

消去又は 
全社 
(百万円) 

連結 
 

(百万円) 

売上高   

(1) 外部顧客に対する売上高 28,090 2,995 225 31,310 ― 31,310

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― 36 36 (36) ―

計 28,090 2,995 262 31,347 (36) 31,310

営業費用 23,924 2,974 113 27,013 1,052 28,065

営業利益 4,165 20 148 4,334 (1,089) 3,245

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっている。 

２ 各事業区分の主な製品等 

(1) 鉄道車両関連事業……各旅客鉄道会社(ＪＲ)向客電車、公私鉄向各種電車、輸出用客電車、車両保守

部品及びメンテナンス他 

(2) 建材関連事業…………建築用ドアの製造修理 

(3) その他事業……………不動産賃貸 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用1,089百万円のうち主なものは、当社本

社の管理部門に係る費用である。 

４ 会計処理の変更 

建材関連事業の製品・仕掛品の評価方法について、従来、総平均法によっていたが、当四半期連結会計

期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年12月31日)から個別法に変更した。なお、この変更による建材

関連事業の営業利益に与える影響は軽微である。 

 

当四半期連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年12月31日) 

 
鉄道車両 
関連事業 
(百万円) 

建材 
関連事業 
(百万円) 

不動産賃貸
事業 
(百万円) 

計 
 

(百万円) 

消去又は 
全社 
(百万円) 

連結 
 

(百万円) 

売上高   

(1) 外部顧客に対する売上高 15,229 2,908 445 18,583 ― 18,583

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― 38 38 (38) ―

計 15,229 2,908 484 18,621 (38) 18,583

営業費用 14,737 2,984 117 17,840 907 18,748

営業利益(△は営業損失) 491 △76 366 780 (945) △164

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっている。 

２ 各事業区分の主な製品等 

(1) 鉄道車両関連事業……各旅客鉄道会社(ＪＲ)向客電車、公私鉄向各種電車、輸出用客電車、車両保守

部品及びメンテナンス他 

(2) 建材関連事業…………建築用ドアの製造修理 

(3) 不動産賃貸事業……………不動産賃貸 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用945百万円のうち主なものは、当社本社

の管理部門に係る費用である。 

４ 事業区分の名称変更 

従来、「その他事業」としていた不動産賃貸事業については、全セグメントに占める重要性が高まった

ため、当四半期連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年12月31日)より「その他事業」を「不

動産賃貸事業」としている。 
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前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

 
鉄道車両 
関連事業 
(百万円) 

建材 
関連事業 
(百万円) 

その他事業
 

(百万円) 

計 
 

(百万円) 

消去又は 
全社 
(百万円) 

連結 
 

(百万円) 

売上高   

(1) 外部顧客に対する売上高 36,909 3,920 300 41,130 ― 41,130

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― 50 50 (50) ―

計 36,909 3,920 350 41,180 (50) 41,130

営業費用 32,666 4,125 142 36,934 1,359 38,293

営業利益(△は営業損失) 4,243 △204 207 4,246 (1,409) 2,836

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっている。 

２ 各事業区分の主な製品等 

(1) 鉄道車両関連事業……各旅客鉄道会社(ＪＲ)向客電車、公私鉄向各種電車、輸出用客電車、車両保守

部品及びメンテナンス他 

(2) 建材関連事業…………建築用ドアの製造修理 

(3) その他事業……………不動産賃貸 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用1,409百万円のうち主なものは、当社本

社の管理部門に係る費用である。 

４ 会計処理の変更 

建材関連事業の製品・仕掛品の評価方法について、従来、総平均法によっていたが、当連結会計年度か

ら個別法に変更した。なお、この変更による建材関連事業の営業損失に与える影響は軽微である。 

 

所在地別セグメント情報 

前四半期連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年12月31日) 

 日本(百万円) 北米(百万円) 計(百万円) 
消去又は全社 
(百万円) 

連結(百万円)

売上高  

(1) 外部顧客に対する売上高 22,542 8,768 31,310 ― 31,310

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

459 ― 459 (459) ―

計 23,002 8,768 31,770 (459) 31,310

営業費用 19,861 7,574 27,436 629 28,065

営業利益 3,140 1,194 4,334 (1,089) 3,245

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

   北米……アメリカ合衆国 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用1,089百万円のうち主なものは、親会社

本社の管理部門に係る費用である。 

４ 会計処理の変更 

建材関連事業の製品・仕掛品の評価方法について、従来、総平均法によっていたが、当四半期連結会計

期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年12月31日)から個別法に変更した。なお、この変更による日本

の営業利益に与える影響は軽微である。 
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当四半期連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年12月31日) 

 日本(百万円) 北米(百万円) 計(百万円) 
消去又は全社 
(百万円) 

連結(百万円)

売上高  

(1) 外部顧客に対する売上高 14,208 4,374 18,583 ― 18,583

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

445 ― 445 (445) ―

計 14,653 4,374 19,028 (445) 18,583

営業費用 14,471 3,775 18,247 (500) 18,748

営業利益(△は営業損失) 181 599 780 (945) △164

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

   北米……アメリカ合衆国 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用945百万円のうち主なものは、当社本社

の管理部門に係る費用である。 

 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

 日本(百万円) 北米(百万円) 計(百万円) 
消去又は全社 
(百万円) 

連結(百万円)

売上高  

(1) 外部顧客に対する売上高 28,898 12,232 41,130 ― 41,130

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

1,261 ― 1,261 (1,261) ―

計 30,160 12,232 42,392 (1,261) 41,130

営業費用 27,808 10,337 38,146 147 38,293

営業利益 2,352 1,894 4,246 (1,409) 2,836

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

  北米……アメリカ合衆国 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用1,409百万円のうち主なものは、当社本

社の管理部門に係る費用である。 

４ 会計処理の変更 

建材関連事業の製品・仕掛品の評価方法について、従来、総平均法によっていたが、当連結会計年度か

ら個別法に変更した。なお、この変更による日本の営業利益に与える影響は軽微である。 
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海外売上高 

前四半期連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年12月31日) 

 北米 アフリカ アジア 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 10,258 2,802 3,641 16,702

Ⅱ 連結売上高(百万円)  31,310

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

32.8 8.9 11.6 53.3

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米…………アメリカ合衆国 

(2) アフリカ……エジプト・アラブ共和国 

(3) アジア………中華人民共和国(香港) 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

 

当四半期連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年12月31日) 

 北米 アフリカ アジア 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 4,419 106 717 5,242

Ⅱ 連結売上高(百万円)  18,583

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

23.8 0.6 3.8 28.2

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米…………アメリカ合衆国 

(2) アフリカ……エジプト・アラブ共和国 

(3) アジア………中華人民共和国(香港) 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

 北米 アフリカ アジア 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 13,722 2,662 3,896 20,280

Ⅱ 連結売上高(百万円)  41,130

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

33.3 6.5 9.5 49.3

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米…………アメリカ合衆国 

(2) アフリカ……エジプト・アラブ共和国 

(3) アジア………中華人民共和国(香港) 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 
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(生産、受注及び販売の状況) 

当四半期連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年12月31日)から「注記事項（セグメン

ト情報）」に記載のとおり、事業の種類別セグメントを変更しており、不動産賃貸事業を区分表示

している。 

 (1) 生産実績 

当四半期連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年12月31日)における生産実績を事業の

種類別セグメント毎に示すと、次のとおりである。 

 

事業の種類別セグメント 生産高(百万円) 前年同期比(％) 

鉄道車両関連事業 18,572 93.1 

建材関連事業 2,926 99.3 

合計 21,498 93.9 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

 

(2) 受注実績 

当四半期連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年12月31日)における受注実績を事業の

種類別セグメント毎に示すと、次のとおりである。 

 

事業の種類別セグメント 受注高(百万円) 前年同期比(％) 受注残高(百万円) 前年同期比(％)

鉄道車両関連事業 45,539 146.7 80,905 206.8 

建材関連事業 3,016 101.8 640 81.3 

合計 48,556 142.8 81,546 204.3 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

 

(3) 販売実績 

当四半期連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年12月31日)における販売実績を事業の

種類別セグメント毎に示すと、次のとおりである。 

 

事業の種類別セグメント 販売高(百万円) 前年同期比(％) 

鉄道車両関連事業 15,229 54.2 

建材関連事業 2,908 97.1 

不動産賃貸事業 445 197.7 

合計 18,583 59.4 

(注) １ セグメント間の取引については相殺消去している。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 


