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平成 18 年 3 月期 決算短信（連結） 平成18年5月12日 

 

上 場 会 社 名        近畿車輛株式会社 上場取引所 東 大 

コ ー ド 番 号        7122 本社所在都道府県 

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

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 

決算取締役会開催日 平成18年5月12日 

親会社等の名称   近畿日本鉄道株式会社（コード番号 9041）   親会社等における当社の議決権所有比率 49.8% 

米国会計基準採用の有無  無 
 
１．18年3月期の連結業績（平成17年4月1日～平成18年3月31日） 

（1）連結経営成績                 （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 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

18年3月期 30,054 △26.9 343 △87.9 833 △72.2 

17年3月期 41,130 △15.8 2,836 △39.1 2,994 △21.2 

 

 

当期純利益 
1株当たり   

当期純利益 

潜在株式調整後

1株当たり   

当期純利益 

株主資本  

当期純利益率 

総資本  

経常利益率 

売上高  

経常利益率

 百万円 ％ 円  銭 円  銭 ％ ％ ％

18年3月期 1,074 △48.5 14.86 ― 4.8 2.0 2.8

17年3月期 2,085 △17.2 29.21 ― 10.0 6.4 7.3

（注）①持分法投資損益 18年3月期 27百万円 17年3月期 3百万円 

②期中平均株式数（連結） 18年3月期 68,979,165株 17年3月期 69,001,116株 

③会計処理の方法の変更 無 

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
 
（2）連結財政状態 

 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 41,742 23,352 55.9 337.86 

17年3月期 40,917 21,597 52.8 312.05 

（注）期末発行済株式数（連結） 18年3月期 68,969,627株 17年3月期 68,987,872株 
 
（3）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 △791 △138 △3,137 3,665 

17年3月期 9,337   366 △8,423 7,490 
 
（4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数 4社  持分法適用非連結子会社数 －社  持分法適用関連会社数 1社 
 
（5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結（新規）－社 （除外）－社    持分法（新規）－社 （除外）－社 
 
２．19年3月期の連結業績予想（平成18年4月1日～平成19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 

中間期 17,000 1,000 800 

通 期 36,000 1,800 1,200 

 (参考)１株当たり予想当期純利益（通期）17円40銭 

(注) 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。 
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企業集団の状況 

当社の企業集団は、当社、子会社８社、関連会社２社及びその他の関係会社で構成され、鉄道車両関連事業、 

建材関連事業、不動産賃貸事業に事業活動を展開しております。 

 当社グループの事業に関わる位置付け及び事業の種類別セグメントの関連は次のとおりであります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 当社の子会社であるKINKISHARYO（USA）INC．は、平成18年２月17日にカナダにおいてKINKISHARYO 

INTERNATIONAL CANADA INC.を子会社として設立しました。 

２  当社の子会社であるKINKISHARYO（USA）INC．は、平成18年１月５日にRAIL TRANSIT CONSULTANTS,INC.

の株式の70%を取得し子会社としました。 
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（鉄道車両関連事業） 

連結子会社 

KINKISHARYO（USA）INC． 

KINKISHARYO International，L.L.C. 

非連結子会社 

KINKISHARYO INTERNATIONAL CANADA INC.(注１)

RAIL TRANSIT CONSULTANTS,INC.(注２) 

持分法非適用関連会社 

MISR JAPAN ALLIED CO．FOR ROLLING STOCK 

MAINTENANCE&RENEWAL 

 

（建材関連事業） 

持分法適用関連会社

コスモ近畿㈱ 

製
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建材関連事業 不動産賃貸事業 
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経営方針 

１．経営の基本方針 

 当社グループは、常に誠意と熱意を持って、優れた技術と創造力を発揮し、豊かで快適な人間環境の実

現に貢献することを理念として、創業以来、現代社会に欠かせない“人と物の移動手段の近代化”という

命題に取組んでまいりました。鉄道車両製造で培った高度の技術と豊富な経験を基に、規範を遵守し、顧

客第一主義に徹し、より豊かな人間生活を生み出す製品造りに全力を傾注していくことを経営の基本方針

としております。 

また、鉄道車両はエネルギー効率が高く、CO2排出量も非常に少ない環境に優しい輸送手段です。当社

では企業内活動におきましても、環境に配慮したシステム作りが大切であると考え、グループ会社も含め

てISO14001を取得し、製品のみならず、その製造に当たっても環境保全に努めるべく、全社をあげて取り

組んでいます。 

 

２．利益配分に関する基本方針 

 当社は従来から安定配当を重視するとともに業績に応じ適正な利益配分を行うことを基本方針と致して

おります。また、内部留保を厚くして、財務体質を強化することも重要と考えております。 

 

３．中長期的な経営戦略及び対処すべき課題 

 鉄道車両関連事業においては、海外市場を視野に技術開発に注力し、三菱重工業株式会社及び近畿日本

鉄道株式会社との連携により、鉄道運営も含めた鉄道システム全般の受注が可能となるよう輸出体制を強

化してまいります。また、長期的に安定した受注を確保するため、優れた品質を生み出す技術力を蓄積す

る努力を続け、コストダウンと品質向上に注力してまいります。 

 建材関連事業においては、事業の立て直しに取り組んでおりますが、黒字転換には至らず、今後一層、

販売会社であるコスモ近畿株式会社との連携を密にして受注量を確保するとともに、新業務システムの活

用により間接業務の一層のスリム化を図り、コストダウンと生産性の向上に注力してまいります。 

 不動産賃貸事業（当連結会計年度から「注記事項（セグメント情報）」に記載のとおり、その他事業を

不動産賃貸事業としております）においては、東大阪商業施設及び所沢商業施設を中心に、安定した収益

確保に努めてまいります。 

 全社的には、社員教育の強化により人材育成に注力するとともに、新規設備・新システムの活用等によ

って、一層の生産性向上に努めるなど、全社をあげて戦略的コストダウンに取り組み、業績の向上を目指

してまいります。 

 

４．親会社等に関する事項 

(1)親会社等に関する事項 

①親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人

的・資本的関係 

当社はその他の関係会社である近畿日本鉄道株式会社に対し、鉄道車両及び同部品などを販売して

おります。同社と連携を強化することにより、鉄道システム全般での受注が可能となるよう輸出体制

の強化を図っております。 

（平成18年３月31日現在） 

親会社等 属 性 親会社等の議決権

所有割合（％）

親会社等が発行する株券が上場され

ている証券取引所 

近畿日本鉄道株式会社 上場会社が他の関

連会社である場合

における当該他の

会社 

49.8 

（0.1） 

東京証券取引所   市場第1部 

大阪証券取引所   市場第1部 

名古屋証券取引所  市場第1部 

（注）親会社等の議決権所有割合欄の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。 
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（役員の兼任状況） 

（平成18年３月31日現在） 

役  職 氏  名 親会社等又はそのグループ企業

での役職 

就任理由 

非常勤取締役 森 下 泰 行 
近畿日本鉄道株式会社 

代表取締役副社長 
経営機能の強化 

非常勤監査役 岩 田 和 弘 
近畿日本鉄道株式会社 

代表取締役副社長 
経営監視機能の強化 

（注）当社の取締役１１名、監査役４名のうち、親会社等との兼任役員は当該２名であります。 

 

役員の兼務につきましては、近畿日本鉄道株式会社の代表取締役副社長２名がそれぞれ、社外取締

役１名、社外監査役１名を兼務しており、近鉄グループ会社としての戦略及び車両製造に対する方向

性や今後の課題など、鉄道運営も含めた鉄道システム全般に関する観点など幅広い見地から示される

意見を当社経営に反映しております。 

当社は鉄道車両製造にあたり、当社製品の信頼は近畿日本鉄道株式会社の信頼にも繋がるものであ

り、より一層鉄道事業者との連携等を密にし、安全面、環境面を含めて協力関係を構築する必要があ

ると考えております。 

出向者の受け入れ状況につきましては、近畿日本鉄道株式会社から研究開発、設計、品質保証など

に係る部署において６名を受け入れております。なお、平成18年３月31日現在の当社社員数は592名

であります。 

 

②親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、親会社等やそのグル

ープ企業との取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等 

当社は近畿日本鉄道株式会社の鉄道車両を100％受注しております。加えて、昨今、海外案件にお

いては、車両だけでなく、メンテナンスから運行までを含む交通システムを総合的に提供する案件が

増えつつあり、その際は、近鉄グループが有するノウハウの提供を受けたり、人材面の支援を受けた

りしております。 

 

③親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、親会社等やそのグループ企業との取引関係

や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等がある中における親会社等からの一

定の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策及びその状況 

親会社との経営方針や経営情報の交換等を目的として、近畿日本鉄道株式会社から兼任取締役及び

監査役が就任しておりますが、その就任状況や出向者、売上げの依存割合、あるいはその公共の利益

や環境への配慮等目標とする方向性は一致しており、当社独自の経営判断の妨げとなる状況にはなく、

一定の独自性が確保された経営を行っていると認識しております。 

また、近畿日本鉄道株式会社以外から社外監査役２名を選任し経営判断の適正さを確保しておりま

す。 
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経営成績及び財政状態 

１．経営成績 

(1)当期の概況 

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益が改善し設備投資が増加するとともに雇用環境が改善

し個人消費も緩やかに増加を続けるなど、景気は回復傾向を示すうちに推移致しました。 

こうした状況の中で、当連結会計年度の当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）におけ

る業績は、売上高が300億５千４百万円（前連結会計年度比26.9%減）となり、営業利益は３億４千３百万

円（前連結会計年度比87.9%減）となりました。また、経常利益は８億３千３百万円（前連結会計年度比

72.2%減）となり、当期純利益は10億７千４百万円（前連結会計年度比48.5%減）となりました。 

 

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。なお、当連結会計年度から「注記事

項（セグメント情報）」に記載のとおり、その他事業を不動産賃貸事業としております。 

①鉄道車両関連事業 

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、321系通勤型電車及び近畿日本鉄道

株式会社向9820系通勤型電車等があり、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ましたが、売上高は255億６千

２百万円（前連結会計年度比30.7%減）となりました。 

②建材関連事業 

主力のマンション用玄関ドアでは、従来からの製品に加えて、防犯仕様ドア、耐震ドア、指はさみ

防止ドアなど各種機能を持つドアを生産しており、持分法適用関連会社であるコスモ近畿株式会社と

の連携による受注量の確保に努めましたが、売上高は38億６千５百万円（前連結会計年度比1.4%減）

となりました。 

③不動産賃貸事業 

東大阪商業施設及び所沢商業施設を中心に６億２千６百万円（前連結会計年度比108.4%増）となり

ました。 

 

所在地別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

①日本 

鉄道車両関連事業を中心に建材関連事業、不動産賃貸事業があり、売上高は215億３百万円（前連

結会計年度比25.6%減）となりました。 

②北米 

鉄道車両関連事業があり、ダラス高速運輸公社向軽量電車及びニュージャージー運輸公社向低床式

軽量電車等を中心に売上高は85億５千万円（前連結会計年度比30.1%減）となりました。 

(2)今後の見通し 

世界経済の成長が続く中で、わが国経済も民間需要を中心に緩やかな回復を続けると見込まれますが、

一方では、原油価格や原材料価格の動向が内外経済に与える影響や米国経済の減速などが懸念されます。 

このような状況の中、鉄道車両関連事業におきましては、受注高は高水準にあり当面仕事量は確保され

ておりますが、激しい競争を経て受注した案件が多く、採算面で厳しいものがある上に、為替の動向も不

透明であり、建材関連事業においても、金利の動向によっては底堅く推移している住宅着工戸数への影響

が出る恐れがあるなど、当社を取り巻く経営環境は、厳しい状況が続くものと思われます。 

このような情勢の中、当社グループと致しましては、引き続き全社を挙げてのコストダウンに取り組む

一方、設備投資による生産効率の向上に加え、独自の新技術と新製品の開発により、競争力を更に強化し、

業績の安定、向上に努めてまいる所存であります。 
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２．財政状態 

(1)連結貸借対照表の状況 

(資産) 

当連結会計年度末の資産合計は417億４千２百万円（前連結会計年度末409億１千７百万円）と８億２千

４百万円の増加となりました。流動資産は273億７千５百万円（前連結会計年度末276億４千７百万円）と

２億７千２百万円の減少となりましたが、主な要因は営業活動によるキャッシュ・フローの減少によるも

のであります。固定資産は143億６千７百万円（前連結会計年度末132億７千万円）と10億９千７百万円の

増加となりましたが、主な要因は投資有価証券の時価評価によるものであります。 

(負債) 

当連結会計年度末の負債合計は183億９千万円（前連結会計年度末193億２千万円）と９億２千９百万円

の減少となりました。流動負債は146億４千２百万円（前連結会計年度末160億９百万円）と13億６千７百

万円の減少となりましたが、主な要因は短期借入金の減少によるものであります。固定負債は37億４千８

百万円（前連結会計年度末33億１千万円）と４億３千７百万の増加となりましたが、主な要因は退職給付

引当金の増加によるものであります。 

(資本) 

当連結会計年度末の資本合計は233億５千２百万円（前連結会計年度末215億９千７百万円）と17億５千

４百万円の増加となりましたが、主な要因は当期純利益の計上に伴う利益剰余金の増加によるものであり

ます。 

(2)連結キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前年同期と比べ38億２千４百万円の減少

となり、残高は36億６千５百万円（前連結会計年度74億９千万円）となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が13億９千９百万円となり、主にたな

卸資産の増加額、仕入債務の減少及び法人税等の支払等により、７億９千１百万円の支出（前連結会計年

度93億３千７百万円の収入）と前年同期に比べ101億２千９百万円の減少となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入があったものの有形固定資産の

取得による支出が大きく、１億３千８百万円の支出（前連結会計年度３億６千６百万円の収入）となり、

前年同期に比べ５億４百万円の減少となりました。 

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、31億３千７百万円の支出（前連結会

計年度84億２千３百万円の支出）となりましたが、前年の借入金返済より少なかったため、前年同期に比

べ52億８千５百万円の支出の減少となりました。 
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なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。 

 14年３月期 15年３月期 16年３月期 17年３月期 18年３月期

株主資本比率(％) 28.3 35.2 38.8 52.8 55.9

時価ベースの株主資本比率(％) 12.9 34.6 42.8 56.8 97.3

債務償還年数(年) ― 15.6 2.1 0.6 ―

インタレスト･カバレッジ・レシオ(倍) ― 5.6 46.2 116.4 ―

(注)1．計算式は以下のとおりであります。 

株主資本比率           ：株主資本／総資産 

時価ベースの株主資本比率     ：株式時価総額／総資産 

債務償還年数           ：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

2．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

3．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

4．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用

しております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用してお

ります。 

5．14年３月期及び18年３月期の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシ

ュ・フローがマイナスであるため記載しておりません。  

３．事業等のリスク 

当社グループの事業展開について影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。 

①特定事業の売上依存度 

当社グループの鉄道車両関連事業は、平成17年３月期及び平成18年３月期における連結売上高の鉄

道車両関連事業売上高比がそれぞれ89.7％及び85.1％となっており、売上依存度が高くなっておりま

す。海外市場を視野に、三菱重工業株式会社及び近畿日本鉄道株式会社との連携による鉄道システム

全般の受注が可能になるような輸出体制の強化をすすめ、技術開発及び品質向上に注力し受注拡大を

図っておりますが、海外市場において期待通りの受注が確保出来なかった場合、また、国内市場にお

いて新製車両の需要の減少傾向が続いた場合は、当社グループの業績に影響を与える可能性がありま

す。 

②為替変動による影響 

当社グループの鉄道車両関連事業は、国内向車両の需要が減少傾向にあるため海外向車両の受注に

力を入れております。平成17年３月期及び平成18年３月期における連結売上高の海外売上高比はそれ

ぞれ49.3％及び31.7％となっており、その大半が外貨建取引であります。当社における外貨建取引に

対しては為替予約によるヘッジを行っておりますが、為替レートの変動が当社グループの業績に影響

を与える可能性があります。 
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連結貸借対照表 

 

  
前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18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 
(％) 

増減 
金額 

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  7,495 3,670  △3,824

２ 受取手形及び売掛金  12,484 12,915  431

３ たな卸資産  6,785 9,486  2,701

４ 繰延税金資産  260 205  △55

５ その他  631 1,111  480

貸倒引当金  △9 △14  △5

流動資産合計  27,647 67.6 27,375 65.6 △272

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物及び構築物 ※４ 2,655 2,903  247

(2) 機械装置及び運搬具  1,937 2,130  192

(3) 土地  2,039 2,029  △10

(4) 建設仮勘定  54 18  △36

(5) その他  319 356  37

有形固定資産合計  7,007 17.1 7,438 17.8 430

２ 無形固定資産  361 0.9 244 0.6 △116

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券 ※２ 5,561 6,411  850

(2) 繰延税金資産  227 164  △63

(3) その他 ※２ 161 140  △21

貸倒引当金  △49 △31  17

投資その他の資産合計  5,901 14.4 6,684 16.0 783

固定資産合計  13,270 32.4 14,367 34.4 1,097

資産合計  40,917 100.0 41,742 100.0 824
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前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18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 
(％) 

増減 
金額 

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形及び買掛金  5,130 4,611  △518

２ 短期借入金  5,785 3,200  △2,585

３ 未払法人税等  636 92  △543

４ 前受金  1,001 4,128  3,127

５ 賞与引当金  389 367  △22

６ その他  3,067 2,241  △826

流動負債合計  16,009 39.1 14,642 35.1 △1,367

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金  200 ―  △200

２ 繰延税金負債  170 331  161

３ 退職給付引当金  1,127 1,443  316

４ 長期預り金 ※４ 1,812 1,973  160

固定負債合計  3,310 8.1 3,748 9.0 437

負債合計  19,320 47.2 18,390 44.1 △929

    

(少数株主持分)    

少数株主持分  ― ― ― ― ―

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※５ 5,252 12.8 5,252 12.6 ―

Ⅱ 資本剰余金  3,124 7.6 3,124 7.5 ―

Ⅲ 利益剰余金  12,645 30.9 13,305 31.9 659

Ⅳ その他有価証券評価差額金  1,064 2.6 1,639 3.9 574

Ⅴ 為替換算調整勘定  △466 △1.1 61 0.1 528

Ⅵ 自己株式 ※６ △23 △0.0 △31 △0.1 △7

資本合計  21,597 52.8 23,352 55.9 1,754

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

 40,917 100.0 41,742 100.0 824
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連結損益計算書 
 

  
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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18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 
(％) 

増減 
金額 

Ⅰ 売上高  41,130 100.0 30,054 100.0 △11,076

Ⅱ 売上原価  35,131 85.4 26,718 88.9 △8,412

売上総利益  5,999 14.6 3,335 11.1 △2,663

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2   

１ 販売費  1,753 1,732   

２ 一般管理費  1,409 3,162 7.7 1,259 2,991 10.0 △170

営業利益  2,836 6.9 343 1.1 △2,493

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  41 30   

２ 受取配当金  61 56   

３ 為替差益  111 315   

４ 持分法による投資利益  3 27   

５ 貸倒引当金戻入額  20 20   

６ 雑収入  48 286 0.7 128 579 2.0 293

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  68 30   

２ 固定資産売却損  ― 14   

３ 固定資産除却損  29 11   

４ 固定資産撤去費  15 11   

５ 雑支出  14 128 0.3 21 89 0.3 △38

経常利益  2,994 7.3 833 2.8 △2,160

Ⅵ 特別利益    

１ 固定資産売却益 ※３ ― 48   

２ 投資有価証券売却益  453 453 1.1 625 673 2.2 220

Ⅶ 特別損失    

１ 特別修繕費  ― ― ― 107 107 0.3 107

税金等調整前当期純利益  3,447 8.4 1,399 4.7 △2,048

法人税、住民税 
及び事業税 

 1,453 243   

過年度法人税等  ― 158   

法人税等調整額  △90 1,362 3.3 △76 324 1.1 △1,037

当期純利益  2,085 5.1 1,074 3.6 △1,010
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連結剰余金計算書 
 

  
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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 

増減 
金額 

(資本剰余金の部)   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  3,124 3,124 ―

Ⅱ 資本剰余金期末残高  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 1,680

Ⅱ 利益剰余金増加高   

１ 当期純利益  2,085 2,085 1,074 1,074 △1,010

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１ 配当金  345 344  

２ 役員賞与  60 405 70 414 9

Ⅳ 利益剰余金期末残高  12,645 13,305 659
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連結キャッシュ・フロー計算書 
 

  
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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

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 税金等調整前当期純利益  3,447 1,399 

２ 減価償却費  822 844 

３ 賞与引当金の減少額  △11 △22 

４ 貸倒引当金の減少額  △55 △13 

５ 退職給付引当金の増加額  268 316 

６ 役員退職慰労引当金の減少額  △203 ― 

７ 受取利息及び受取配当金  △102 △86 

８ 支払利息  68 30 

９ 持分法による投資利益  △3 △27 

10 投資有価証券売却益  △453 △625 

11 有形固定資産除却損  29 11 

12 有形固定資産売却益  △0 △48 

13 有形固定資産売却損  1 14 

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  6,691 2,926 

17 たな卸資産の増減額(△は増加)  4,352 △2,430 

18 仕入債務の減少額  △4,894 △982 

19 未払金等の増減額（△は減少）  596 △856 

20 未収消費税等の増加額  ― △38 

21 未払消費税等の増減額(△は減少)  334 △352 

22 役員賞与の支払額  △60 △70 

23 その他  △27 431 

小計  10,795 419 

24 利息及び配当金の受取額  102 86 

25 利息の支払額  △80 △34 

26 法人税等の支払額  △1,480 △1,263 

営業活動によるキャッシュ・フロー  9,337 △791 

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  △1,155 △941 

２ 有形固定資産の売却による収入  3 66 

３ 無形固定資産の取得による支出  △72 △34 

４ 無形固定資産の売却による収入  5 0 

５ 投資有価証券の取得による支出  △106 ― 

６ 投資有価証券の売却による収入  1,693 771 

投資活動によるキャッシュ・フロー  366 △138 

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  8,965 7,700 

２ 短期借入金の返済による支出  △12,315 △10,165 

３ 長期借入金の返済による支出  △4,720 △320 

４ 自己株式の取得による支出  △8 △7 

５ 配当金の支払額  △345 △344 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △8,423 △3,137 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △47 243 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  1,233 △3,824 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  6,257 7,490 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  7,490 3,665 

    
 



13 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社の数 

４社  KINKISHARYO(USA)INC． 

         KINKISHARYO International, L.L.C. 

         ㈱ケーエステクノス 

          近畿建材㈱ 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社の数 

同左 

  

 (2) 主要な非連結子会社の名称等 

   ㈱ケーエスデザイン 

   ㈱ケーエスサービス 

    非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、

合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合

う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等が、い

ずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていな

いため、連結の範囲から除いている。 

 (2) 主要な非連結子会社の名称等 

同左 

  

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法適用の関連会社の数 

１社  コスモ近畿㈱ 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法適用の関連会社の数 

同左 

  

 (2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会

社のうち主要な会社の名称等 

   ㈱ケーエスデザイン 

   ㈱ケーエスサービス 

MISR JAPAN ALLIED CO. FOR ROLLING STOCK 

MAINTENANCE＆RENEWAL 

    持分法を適用していない非連結子会社及び関連

会社は、いずれも小規模会社であり、合計の当期

純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に

見合う額)等が、いずれも連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないため、持分法の適用から除

いている。 

 (2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会

社のうち主要な会社の名称等 

同左 

  

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

   連結子会社のKINKISHARYO(USA)INC．及びKINKI

SHARYO International, L.L.C.の決算日は、12月

31日である。連結財務諸表の作成に当たっては、同

日現在の財務諸表を使用し連結決算日との間に生じ

た重要な取引については、連結上必要な調整を行っ

ている。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

同左 
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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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法 

(評価差額は全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定) 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

  ① 有価証券 

同左 

② たな卸資産 

a 製品 

個別法による原価法 

b 原材料・貯蔵品 

移動平均法による原価法 

c 仕掛品 

主として個別法による原価法 

(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。 

この変更は、製品・仕掛品の評価と期間損益計

算をより適正にするために、新原価計算システム

を導入し、総合原価計算から個別原価計算へ変更

したことによるものである。 

なお、この変更による損益への影響は軽微であ

る。 

② たな卸資産 

a 製品 

個別法による原価法 

b 原材料・貯蔵品 

移動平均法による原価法 

c 仕掛品 

主として個別法による原価法 

  

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

主として定率法によっている。ただし、平成

10年４月１日以降取得した建物(建物附属設備

は除く)については、定額法によっている。 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

同左 

② 無形固定資産 

定額法によっている。 

② 無形固定資産 

同左 

  

 (3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

貸倒損失に備えるため、一般債権について

は、貸倒実績率法による計算額を、貸倒懸念債

権等特定の債権については、個別の債権につい

て回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上

している。 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

② 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

ため、支給見込額に基づき計上している。 

② 賞与引当金 

同左 
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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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

③ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計

年度末における退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上している。 

なお、会計基準変更時差異については、15年

による按分額を費用処理している。 

数理計算上の差異については、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

(10年)による定額法により按分した額を、それ

ぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理するこ

ととしている。 

③ 退職給付引当金 

同左 

④ 役員退職慰労引当金 

従来、役員退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく必要額を計上していたが、取締役

会決議により、平成16年６月29日の株主総会終

結時をもって、役員退職慰労金制度を廃止し

た。なお、在任役員については、廃止前の基準

に基づき退任時に支給することを決議してお

り、当該金額150百万円については、流動負債

の「その他」に含めて表示している。 

――― 

  

 (4) 重要なリース取引の処理方法 

    リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっている。 

 (4) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

 (5) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

     繰延ヘッジ処理を採用している。なお、為替

予約については振当処理の要件を満たしている

場合は振当処理を、金利スワップについては特

例処理の要件を満たしている場合は特例処理を

採用している。 

 (5) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

(ヘッジ手段)    

為替予約      

金利スワップ 

(ヘッジ対象) 

外貨建予定取引 

借入金の支払金利 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  ③ ヘッジ方針 

     内部規定に基づき、為替変動リスク及び金利

変動リスクをヘッジする目的で行っている。 

③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

     ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対象に関する

重要な条件が同一であり、かつ、ヘッジ開始時

及びその後も継続して、相場変動又はキャッシ

ュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定す

ることができるため、ヘッジの有効性の判定は

省略している。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 
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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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

  ① 鉄道車両関連事業の収益及び費用の計上基準 

     売上計上基準は、主として引渡基準によって

いるが、在外連結子会社は工事進行基準を適用

している。 

 (6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

  ① 鉄道車両関連事業の収益及び費用の計上基準 

同左 

② 消費税等の会計処理 

     消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方

式によっている。 

  ② 消費税等の会計処理 

同左 

  

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

   連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時

価評価法によっている。 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 

  

６ 連結調整勘定の償却に関する事項 

   連結調整勘定は、発生年度に全額償却している。

６ 連結調整勘定の償却に関する事項 

同左 

  

７ 利益処分項目等の取扱いに関する事項 

   連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分につい

て連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作

成している。 

７ 利益処分項目等の取扱いに関する事項 

同左 

  

８ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

   手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内

に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能

で、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負

わない短期的な投資からなっている。 

８ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左 
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会計処理の変更 

 

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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――― (固定資産の減損に係る会計基準) 

 当連結会計年度から「固定資産の減損に係る会計基

準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指

針第６号）を適用している。 

 これによる損益に与える影響はない。 

 

表示方法の変更 

 

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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(連結損益計算書) 

 前連結会計年度まで営業外費用「雑支出」に含めて表

示していた「固定資産撤去費」は営業外費用の100分の

10を超えたため、当連結会計年度より区分掲記すること

に変更している。前連結会計年度において「雑支出」に

含めて表示していた「固定資産撤去費」は39百万円であ

る。 

(連結損益計算書) 

前連結会計年度まで営業外費用「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を超えたため、当連結会計年度より区分掲記すること

に変更している。前連結会計年度において「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。 

 

追加情報 

 

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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(法人事業税における外形標準課税部分の連結損益計算

書上の表示方法) 

「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第

９号)が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１

日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入

されたことに伴い、当連結会計年度から「法人事業税に

おける外形標準課税部分の損益計算書上の表示について

の実務上の取扱い」(平成16年２月13日 企業会計基準

委員会 実務対応報告第12号)に従い法人事業税の付加

価値割及び資本割45百万円を販売費及び一般管理費とし

て処理している。 

――― 
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注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

 

前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、13,650百万円

である。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、14,167百万円

である。 

  

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりである。 

投資有価証券(株式) 128百万円

その他(出資金) 15 
 

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりである。 

投資有価証券(株式) 155百万円

その他(出資金) 15 
 

  

 ３ 偶発債務 

    連結会社以外の会社の銀行借入に対する 

債務保証 

コスモ近畿㈱ 200百万円
 

 ３ 偶発債務 

    連結会社以外の会社の銀行借入に対する 

債務保証 

コスモ近畿㈱ 200百万円
 

  

※４ 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 

 (固定負債「長期預り金」に含む) 
 

※４ 担保資産及び担保付債務 

    担保に供している資産 

建物 776百万円

    担保付債務 

預り保証金 1,205百万円

預り敷金 70 

 (固定負債「長期預り金」に含む) 
 

  

※５ 当社の発行済株式総数 

普通株式 69,083,597株
 

※５ 当社の発行済株式総数 

普通株式 69,083,597株
 

  

※６ 当社が保有する自己株式数 

普通株式 95,725株
 

※６ 当社が保有する自己株式数 

普通株式 113,970株
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(連結損益計算書関係) 

 

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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18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 937百万円

賞与引当金繰入額 54 

退職給付費用 465 

役員退職慰労引当金 
繰入額 

9 

貸倒引当金繰入額 0 
 

※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 873百万円

賞与引当金繰入額 70 

退職給付費用 489 
 

  

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費の総額は、195百万円である。 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費の総額は、142百万円である。 

  

――― ※３ 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
 

 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

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 
  

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 3,670百万円

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 3,665 
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(リース取引関係) 

 

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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

  

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

 
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

その他 
(有形固定資産) 

120 92 28

 

 
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

その他 
(有形固定資産)

45 36 9

 
 (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

連結会社の有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定し

ている。 

同左 

  

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 19百万円

１年超 9 

合計 28 

 (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が連結会社の有形固定資産の期末

残高等に占める割合が低いため、支払利子込み

法により算定している。 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 8百万円

１年超 1 

合計 9 

同左 

  

３ 支払リース料及び減価償却費相当額 

(1) 支払リース料 40百万円

(2) 減価償却費相当額 40百万円
 

３ 支払リース料及び減価償却費相当額 

(1) 支払リース料 19百万円

(2) 減価償却費相当額 19百万円
 

  

４ 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっている。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

  

オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年以内 39百万円

１年超 88 

合計 128 
 

オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年以内 41百万円

１年超 83 

合計 124 
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(有価証券関係) 

前連結会計年度(平成17年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

 種類 取得原価(百万円)
連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

差額(百万円) 

(1) 株式 3,367 5,198 1,831

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 8 14 5

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

小計 3,376 5,213 1,836

(1) 株式 98 57 △41

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 10 9 △0

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

小計 108 66 △41

合計 3,484 5,279 1,795

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

 

売却額(百万円) 売却益の合計(百万円) 売却損の合計(百万円) 

1,693 453 ―

 

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

 

 
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

その他有価証券 

非上場株式(店頭売買株式を除く) 152

 

当連結会計年度(平成18年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

 種類 取得原価(百万円)
連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

差額(百万円) 

(1) 株式 3,319 6,070 2,751

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 8 22 14

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

小計 3,328 6,093 2,765

(1) 株式 ― ― ―

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 10 9 △0

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

小計 10 9 △0

合計 3,338 6,103 2,764

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 

売却額(百万円) 売却益の合計(百万円) 売却損の合計(百万円) 

771 625 ―

 

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

 

 
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

その他有価証券 

非上場株式 152
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(デリバティブ取引関係) 

１ 取引の状況に関する事項 

 

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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 取引の内容及び利用目的 

   当社は、通常の取引の範囲内で、外貨建営業債権

債務に係る将来の為替レートの変動リスクを回避す

るため、先物為替予約取引を利用している。なお、

「取引の時価等に関する事項」における先物為替予

約のうち、期末に外貨建金銭債権債務等に振り当て

られているものについては、当該外貨建金銭債権債

務の換算を通じて連結財務諸表に計上されるため、

開示の対象に含まれていない。また、当社は借入金

の金利変動リスクを回避する目的で、金利スワップ

取引を行っており、デリバティブ取引を利用してヘ

ッジ会計を行っている。なお、連結子会社では、デ

リバティブ取引を行っていない。 

１ 取引の内容及び利用目的 

同左 

  

２ 取引に対する取組方針 

   当社の通貨関連におけるデリバティブ取引につい

ては、主として為替相場の変動によるリスクをヘッ

ジするためのもので外貨建の成約高の範囲内で行っ

ている。また、当社の金利関連におけるデリバティ

ブ取引については、将来の金利変動によるキャッシ

ュ・フローの変動をリスクと認識し、これを固定化

するためのものであり、ともに投機的な取引は行わ

ない方針である。 

２ 取引に対する取組方針 

同左 

  

３ 取引に係るリスクの内容 

   当社が利用している先物為替予約取引は、為替相

場の変動によるリスクを有している。また、金利ス

ワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有して

いる。なお、デリバティブ取引の契約先は、いずれ

も信用度の高い国内の銀行であるため、相手方の契

約不履行によるいわゆる信用リスクは、殆どないと

判断している。 

３ 取引に係るリスクの内容 

同左 

  

４ 取引に係るリスクの管理体制 

   当社のデリバティブ取引についての基本方針は経

営会議で決定され、取引の実行及び管理は経営管理

室が行っている。また、取引権限及び取引限度額を

定めた社内管理規程を設け、取引結果は随時経営会

議に報告している。 

４ 取引に係るリスクの管理体制 

同左 

 

２ 取引の時価等に関する事項 

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)及び当連結会計年度(自平成17年４月１

日 至平成18年３月31日) 

当社グループはデリバティブ取引を利用しているが、全てヘッジ会計が適用されているため、該当

事項はない。 
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(退職給付関係) 

 

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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

   当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度と

して、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設け

ている。 

   また、海外連結子会社は、確定拠出型の年金制度

を設けている。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

同左 

  

２ 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 △5,970百万円

年金資産 349 

未積立退職給付債務 △5,620 

会計基準変更時差異の未処理額 3,559 

未認識数理計算上の差異 933 

退職給付引当金 △1,127 

 (注) 国内連結子会社は、退職給付債務の算定に当た

り、簡便法を採用している。 

２ 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 △6,095百万円

年金資産 581 

未積立退職給付債務 △5,513 

会計基準変更時差異の未処理額 3,203 

未認識数理計算上の差異 866 

退職給付引当金 △1,443 

 (注) 国内連結子会社は、退職給付債務の算定に当た

り、簡便法を採用している。 

  

３ 退職給付費用に関する事項 

勤務費用 264百万円

利息費用 112 

期待運用収益(減算) △4 

会計基準変更時差異の費用処理額 355 

数理計算上の差異の費用処理額 87 

退職給付費用 816 

 (注) 簡便法を採用している国内連結子会社の退職給

付費用は、「勤務費用」に計上している。 

３ 退職給付費用に関する事項 

勤務費用 267百万円

利息費用 116 

期待運用収益(減算) △5 

会計基準変更時差異の費用処理額 355 

数理計算上の差異の費用処理額 114 

退職給付費用 849 

 (注) 簡便法を採用している国内連結子会社の退職給

付費用は、「勤務費用」に計上している。 

  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

割引率 2.0％ 

期待運用収益率 1.5％ 

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

数理計算上の差異の処理年数 10年 

会計基準変更時差異の処理年数 15年 
 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

同左 
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(税効果会計関係) 

 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

  (繰延税金資産) 

賞与引当金損金算入限度超過額 159百万円

未払役員退職慰労金 61 

退職給付引当金損金算入限度超過額 431 

一括償却資産損金算入限度超過額 23 

貸倒引当金繰入限度超過額 11 

投資有価証券評価損 376 

その他 406 

 繰延税金資産小計 1,469 

評価性引当額 △405 

 繰延税金資産合計 1,064 

  (繰延税金負債) 

固定資産圧縮積立金 △16 

その他有価証券評価差額金 △730 

その他 △6 

 繰延税金負債合計 △753 

 繰延税金資産の純額 310 
   

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

  (繰延税金資産) 

賞与引当金損金算入限度超過額 150百万円

未払役員退職慰労金 39 

退職給付引当金損金算入限度超過額 587 

一括償却資産損金算入限度超過額 20 

貸倒引当金繰入限度超過額 8 

未払費用損金不算入額 59 

欠損金翌期繰越額 107 

その他 403 

 繰延税金資産小計 1,375 

評価性引当額 △186 

 繰延税金資産合計 1,189 

  (繰延税金負債) 

固定資産圧縮積立金 △15 

その他有価証券評価差額金 △1,125 

その他 △11 

 繰延税金負債合計 △1,151 

 繰延税金資産の純額 37 
   

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の主な項目別の内訳 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下

であるため注記を省略している。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.7％ 

  (調整) 

交際費等永久に損金に 
算入されない項目 

0.9 

受取配当金等永久に益金に 
算入されない項目 

△0.8 

住民税均等割等 0.6 

繰延税金資産に対する 
評価性引当額の増減 

△15.7 

外国税額控除 △3.3 

IT投資促進税制税額控除 △0.7 

その他 2.2 

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率 

23.9 
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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) 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

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

Ⅱ 資産、減価償却費 
及び資本的支出 

  

資産 27,914 3,660 1,368 32,944 7,973 40,917

減価償却費 522 163 70 756 66 822

資本的支出 635 55 33 723 22 745

(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 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産7,975百万円のうち主なものは、当社の余資運用資金

(現金及び預金)及び管理部門に係る資産等である。 

５ 会計処理の変更 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (1) 重要な資産の

評価基準及び評価方法 ② たな卸資産 に記載されているとおり、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。 
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当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18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) 

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) 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

25,562 3,865 626 30,054 ― 30,054

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― 51 51 (51) ―

計 25,562 3,865 678 30,106 (51) 30,054

営業費用 24,360 3,985 157 28,502 1,207 29,710

営業利益(△は営業損失) 1,201 △119 521 1,603 (1,259) 343

Ⅱ 資産、減価償却費 
及び資本的支出 

  

資産 32,101 3,605 1,330 37,037 4,705 41,742

減価償却費 573 136 67 777 66 844

資本的支出 868 74 32 975 205 1,181

(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1,259百万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 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産4,705百万円のうち主なものは、当社の余資運用資金

(現金及び預金)及び管理部門に係る資産等である。 

５ 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、当連結会計年度より「その他事業」を「不動産賃貸事業」としている。 
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所在地別セグメント情報 

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)

Ⅰ 売上高及び営業損益  

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

Ⅱ 資産 25,604 8,430 34,034 6,883 40,917

(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 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社7,975百万円のうち主なものは、当社の余資運用資金(現金

及び預金)及び管理部門に係る資産等である。 

５ 会計処理の変更 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (1) 重要な資産の

評価基準及び評価方法 ② たな卸資産 に記載されているとおり、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。 

 

 

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18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)

Ⅰ 売上高及び営業損益  

売上高  

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

21,503 8,550 30,054 ― 30,054

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

496 ― 496 (496) ―

計 22,000 8,550 30,551 (496) 30,054

営業費用 21,283 7,663 28,947 762 29,710

営業利益 716 886 1,603 (1,259) 343

Ⅱ 資産 31,086 6,229 37,315 4,426 41,742

(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1,259百万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 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社4,705百万円のうち主なものは、当社の余資運用資金(現金

及び預金)及び管理部門に係る資産等である。 
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海外売上高 

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。 

 

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 

 北米 アフリカ アジア 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 8,545 94 874 9,514

Ⅱ 連結売上高(百万円)  30,054

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

28.5 0.3 2.9 31.7

(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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(関連当事者との取引) 

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 親会社及び法人主要株主等 
 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
被所有割合
(％) 役員の

兼任等
事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高
(百万円)

その他 
の関係 
会社 

近畿日本 
鉄道㈱ 

大阪市 
天王寺 
区 

92,741 鉄道業 
直接 49.6
間接  0.1

兼任 
２人 
被転籍 
１人 

当社製品
の販売 

鉄道車両 
他の販売 

2,198 売掛金 922

(注) １ 上記金額のうち、取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んでいる。 
２ 議決権等の所有(被所有)割合の直接被所有49.6％の内、35.5％については、近畿日本鉄道㈱から日本マ
スタートラスト信託銀行㈱へ委託された信託財産であり、信託契約上、議決権の行使については、近畿
日本鉄道㈱が指図権を留保している。 

 
取引条件及び取引条件の決定方針等 

鉄道車両他製品等の販売については、一般的取引条件と同様に決定している。 
 

２ 子会社等 
 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有割合 
(％) 役員の

兼任等
事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高
(百万円)

関連 
会社 

コスモ 
近畿㈱ 

東京都 
新宿区 

100 
金属製品 
販売業 

直接 40.0
間接   ― 

兼任 
３人 

当社製品
の販売 

建材製品の
販売 

3,876 売掛金 2,091

(注) 上記金額のうち、取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んでいる。 
 
取引条件及び取引条件の決定方針等 

建材製品の販売については、一般的取引条件と同様に決定している。 
 

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

１ 親会社及び法人主要株主等 
 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
被所有割合
(％) 役員の

兼任等
事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高
(百万円)

その他 
の関係 
会社 

近畿日本 
鉄道㈱ 

大阪市 
天王寺 
区 

92,741 鉄道業 
直接 49.6 
間接  0.1

兼任 
２人 
被転籍 
１人 

当社製品
の販売 

鉄道車両 
他の販売 

2,712 売掛金 1,942

(注) １ 上記金額のうち、取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んでいる。 
２ 議決権等の所有(被所有)割合の直接被所有49.6％の内、35.5％については、近畿日本鉄道㈱から日本マ
スタートラスト信託銀行㈱へ委託された信託財産であり、信託契約上、議決権の行使については、近畿
日本鉄道㈱が指図権を留保している。 

 
取引条件及び取引条件の決定方針等 

鉄道車両他製品等の販売については、一般的取引条件と同様に決定している。 
 

２ 子会社等 
 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有割合 
(％) 役員の

兼任等
事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高
(百万円)

関連 
会社 

コスモ 
近畿㈱ 

東京都 
新宿区 

100 
金属製品 
販売業 

直接 40.0
間接   ― 

兼任 
２人 

当社製品
の販売 

建材製品の
販売 

3,842 売掛金 2,188

(注) 上記金額のうち、取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んでいる。 
 
取引条件及び取引条件の決定方針等 

建材製品の販売については、一般的取引条件と同様に決定している。 
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(生産、受注及び販売の状況) 

(1) 生産実績 

当連結会計年度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 25,549 96.2

建材関連事業 4,166 106.7

合計 29,716 97.5

(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 

当連結会計年度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 54,804 111.0 80,581 171.6

建材関連事業 3,957 109.0 624 117.3

合計 58,761 110.9 81,206 171.0

(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 

当連結会計年度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 25,562 69.3

建材関連事業 3,865 98.6

不動産賃貸事業 626 208.4

合計 30,054 73.1

(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 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりである。 

 

前連結会計年度 当連結会計年度 
相手先 

販売高(百万円) 割合(％)
相手先 

販売高(百万円) 割合(％)

西日本旅客鉄道株式会社 8,585 28.6
西日本旅客鉄道株式会社 8,528 20.7

コスモ近畿株式会社 3,842 12.8

New Jersey Transit 
Corporation 

6,524 15.9
Dallas Area Rapid Transit 3,703 12.3

３ 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

 


