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平成 19 年 3 月期 第１四半期財務･業績の概況（連結）    平成18年8月2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 経営管理室部長     氏名 山本隆彦  ＴＥＬ (06)6746－5231 

 

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19年3月期第1四半期財務･業績の概況（平成18年4月1日～平成18年6月30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 ％

19年3月期第1四半期 6,880 86.8 437 ― 398 ― 254 ―

18年3月期第1四半期 3,683 △71.7 △296 ― △144 ― △58 ―

（参考）18年3月期 30,054  343 833  1,074

 

 
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

19年3月期第1四半期 3.69  ―

18年3月期第1四半期 △0.85  ―

（参考）18年3月期 14.86  ―
  

（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1四半期の売上高は68億8千万円となりました。 

事業の種類別でみますと、鉄道車両関連事業は、西日本旅客鉄道株式会社向321系通勤型電車及び大阪市交通局向

80系電車等59億1千万円となりました。また、建材関連事業は、マンション向け玄関ドア等7億8千8百万円となり、不

動産賃貸事業は、東大阪商業施設及び所沢商業施設を中心に1億8千万円となりました。 

一方、損益面におきましては、鉄道車両関連事業、建材関連事業ともに一層のコストダウンと受注の獲得に努めた

結果、経常利益は3億9千8百万円、四半期純利益は2億5千4百万円となりました。 

 

（2）財政状態（連結）の変動状況 

 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

19年3月期第1四半期 45,452  23,014 50.6  333.70

18年3月期第1四半期 37,846  21,047 55.6  305.10

（参考）18年3月期 41,742  23,352 55.9  337.86
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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

19年3月期第1四半期 5,806 △483 △425 8,570 

18年3月期第1四半期 268 △107 △2,175 5,525 

（参考）18年3月期 △791 △138 △3,137 3,665 

 
［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 

総資産は主に売上債権の回収による現金及び預金の増加やたな卸資産の増加が大きかった事等により、前連結

会計年度末に比べ37億9百万円増加し、454億5千2百万円（前連結会計年度末417億4千2百万円）となりました。 

純資産は四半期純利益の計上、配当金の支払等がありましたが、前連結会計年度末に比べ大きな変動はなく230

億1千4百万円（前連結会計年度末233億5千2百万円）となりました。 

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ5.3ポイント減少し、50.6％となりました。 

②連結キャッシュ・フローの状況 

当第1四半期における現金及び現金同等物は85億7千万円と前年同期と比べ30億4千5百万円の増加となりました。 

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3億9千8百万円となり、主に売上債権の回

収が進んだため、58億6百万円の収入となりました。 

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取得により、4億8千3百万

円の支出となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、主に配当金の支払により、4億2千5百万円の支出となりました。 

 

３．平成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）・平成18年5月12日発表の中間期及び通期の業績予想に変更はありません。 

・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。 

 



 

 

3  

四半期連結貸借対照表 

  
前四半期連結会計期間末
(平成17年６月30日) 

当四半期連結会計期間末 
(平成18年６月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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 

(％) 金額(百万円) 構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  5,530 8,575   3,670

２ 受取手形及び売掛金  8,826 9,976   12,915

３ たな卸資産  9,479 11,108   9,486

４ その他  1,022 1,760   1,316

貸倒引当金  △8 △14   △14

流動資産合計  24,850 65.7 31,406 69.1  27,375 65.6

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物及び構築物 ※３ 2,669 2,866   2,903

(2) 機械装置及び運搬具  1,921 2,056   2,130

(3) 土地  2,038 2,029   2,029

(4) 建設仮勘定  38 110   18

(5) その他  365 350   356

有形固定資産合計  7,034 7,414   7,438

２ 無形固定資産  330 221   244

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  5,242 6,290   6,411

(2) その他  420 151   304

貸倒引当金  △32 △31   △31

投資その他の資産合計  5,630 6,411   6,684

固定資産合計  12,995 34.3 14,046 30.9  14,367 34.4

資産合計  37,846 100.0 45,452 100.0  41,742 100.0
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前四半期連結会計期間末
(平成17年６月30日) 

当四半期連結会計期間末 
(平成18年６月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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 

(％) 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  5,185 4,666   4,611

２ 短期借入金  4,035 3,120   3,200

３ 未払法人税等  100 310   92

４ 前受金  ― 7,772   4,128

５ 賞与引当金  676 702   367

６ その他  3,497 2,205   2,241

流動負債合計  13,495 35.7 18,778 41.3  14,642 35.1

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金  120 ―   ―

２ 退職給付引当金  1,198 1,469   1,443

３ 長期預り金 ※３ ― 1,969   1,973

４ その他 ※３ 1,985 220   331

固定負債合計  3,303 8.7 3,659 8.1  3,748 9.0

負債合計  16,798 44.4 22,437 49.4  18,390 44.1

 



 

 

5  

 

  
前四半期連結会計期間末
(平成17年６月30日) 

当四半期連結会計期間末 
(平成18年６月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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 
(％) 金額(百万円) 構成比

(％)

(少数株主持分)    

少数株主持分  ― ― ― ―  ― ―

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金  5,252 13.9 ― ―  5,252 12.6

Ⅱ 資本剰余金  3,124 8.2 ― ―  3,124 7.5

Ⅲ 利益剰余金  12,171 32.2 ― ―  13,305 31.9

Ⅳ その他有価証券評価差額金  874 2.3 ― ―  1,639 3.9

Ⅴ 為替換算調整勘定  △352 △0.9 ― ―  61 0.1

Ⅵ 自己株式  △23 △0.1 ― ―  △31 △0.1

資本合計  21,047 55.6 ― ―  23,352 55.9

負債、少数株主持分 
及び資本合計  37,846 100.0 ― ―  41,742 100.0

    

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  ― 5,252   ―

２ 資本剰余金  ― 3,124   ―

３ 利益剰余金  ― 13,164   ―

４ 自己株式  ― △32   ―

株主資本合計  ― ― 21,509 47.3  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
評価差額金  ― 1,468   ―

２ 為替換算調整勘定  ― 36   ―

評価・換算差額等合計  ― ― 1,505 3.3  ― ―

純資産合計  ― ― 23,014 50.6  ― ―

負債純資産合計  ― ― 45,452 100.0  ― ―
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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17年４月１日
 至 平成17年６月30日)

当四半期連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(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 

(％) 金額(百万円) 百分比
(％)

Ⅰ 売上高  3,683 100.0 6,880 100.0  30,054 100.0

Ⅱ 売上原価  3,301 89.6 5,699 82.8  26,718 88.9

売上総利益  382 10.4 1,180 17.2  3,335 11.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 679 18.5 742 10.8  2,991 10.0

営業利益又は営業損失(△)  △296 △8.1 437 6.4  343 1.1

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  5 23   30

２ 受取配当金  35 31   56

３ 為替差益  103 ―   315

４ 持分法による投資利益  1 ―   27

５ 貸倒引当金戻入額  18 ―   20

６ 雑収入  7 16   128

営業外収益合計  170 4.7 71 1.0  579 2.0

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  9 3   30

２ 為替差損  ― 77   ―

３ 固定資産売却損  ― 13   14

４ 固定資産除却損  5 5   11

５ 持分法による投資損失  ― 6   ―

６ 雑支出  3 4   33

営業外費用合計  19 0.5 110 1.6  89 0.3

経常利益又は経常損失(△)  △144 △3.9 398 5.8  833 2.8

Ⅵ 特別利益    

１ 固定資産売却益  48 ―   48

２ 投資有価証券売却益  ― ―   625

特別利益合計  48 1.3 ― ―  673 2.2

Ⅶ 特別損失    

１ 特別修繕費  ― ―   107

特別損失合計  ― ― ― ―  107 0.3

税金等調整前 
四半期(当期)純利益又は 
税金等調整前 
四半期純損失(△) 

 △96 △2.6 398 5.8  1,399 4.7

法人税、住民税及び事業税  120 3.3 315 4.6  243 0.8

過年度法人税等  ― ― ― ―  158 0.5

法人税等調整額  △158 △4.3 △170 △2.5  △76 △0.2

四半期(当期)純利益又は 
四半期純損失(△)  △58 △1.6 254 3.7  1,074 3.6
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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17年４月１日 
 至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度 
(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) 

(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 
四半期末(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  12,645  12,645

Ⅱ 利益剰余金増加高   

１ 四半期(当期)純利益 
又は四半期純損失(△)

 △58 △58 1,074 1,074

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１ 配当金  344 344 

２ 役員賞与  70 414 70 414

Ⅳ 利益剰余金 
四半期末(期末)残高 

 12,171  13,305

   

 

四半期連結株主資本等変動計算書 

当四半期連結会計期間 (自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日) 

株主資本 評価･換算差額等 

 

資本金 資本剰余金利益剰余金 自己株式
株主資本
合計 

その他有 
価証券評 
価差額金 

為替換算 
調整勘定 

評価･換算
差額等合計

平成18年３月31日残高
（百万円） 

5,252 3,124 13,305 △31 21,651 1,639 61 1,700

四半期連結会計期間中の
変動額 

   

剰余金の配当  △344 △344   

役員賞与  △50 △50   

四半期純利益  254 254   

自己株式の取得  △1 △1   

株主資本以外の項目の
四半期連結会計期間中
の変動額（純額） 

 △171 △24 △195

四半期連結会計期間中の
変動額合計（百万円） 

― ― △140 △1 △141 △171 △24 △195

平成18年６月30日残高
（百万円） 

5,252 3,124 13,164 △32 21,509 1,468 36 1,505
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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17年４月１日
 至 平成17年６月30日)

当四半期連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年６月30日)

前連結会計年度 
(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) 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 
又は 
税金等調整前四半期純損失(△) 

 △96 398 1,399

２ 減価償却費  193 189 844

３ 賞与引当金の増減額(△は減少)  287 334 △22

４ 貸倒引当金の減少額  △18 △0 △13

５ 退職給付引当金の増加額  70 25 316

６ 受取利息及び受取配当金  △40 △54 △86

７ 支払利息  9 3 30

８ 持分法による投資損益(△は利益)  △1 6 △27

９ 投資有価証券売却益  ― ― △625

10 有形固定資産除却損  5 5 11

11 有形固定資産売却益  △48 ― △48

12 有形固定資産売却損  2 13 14

13 無形固定資産売却損  0 ― 0

14 売上債権の減少額  3,798 6,557 2,926

15 たな卸資産の増加額  △2,611 △1,630 △2,430

16 仕入債務の増減額(△は減少)  26 △47 △982

17 未払金等の増減額(△は減少)  △378 113 △856

18 未収消費税等の増減額(△は増加)  ― 38 △38

19 未払消費税等の減少額  △429 △3 △352

20 役員賞与の支払額  △70 △50 △70

21 その他  196 △15 431

小計  897 5,884 419

22 利息及び配当金の受取額  40 54 86

23 利息の支払額  △3 △1 △34

24 法人税等の支払額  △665 △132 △1,263

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 268 5,806 △791
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前四半期連結会計期間
(自 平成17年４月１日
 至 平成17年６月30日)

当四半期連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(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) 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  △155 △307 △941

２ 有形固定資産の売却による収入  53 0 66

３ 無形固定資産の取得による支出  △5 △2 △34

４ 無形固定資産の売却による収入  0 ― 0

５ 投資有価証券の取得による支出  ― △174 ―

６ 投資有価証券の売却による収入  ― ― 771

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △107 △483 △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  ― ― 7,700

２ 短期借入金の返済による支出  △1,750 ― △10,165

３ 長期借入金の返済による支出  △80 △80 △320

４ 自己株式の取得による支出  △0 △1 △7

５ 配当金の支払額  △344 △344 △344

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △2,175 △425 △3,137

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 49 8 243

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 
(△は減少) 

 △1,965 4,905 △3,824

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  7,490 3,665 7,490

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高 

 5,525 8,570 3,665
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表示方法の変更 

前四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年６月30日) 

当四半期連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年６月30日) 

――― (四半期連結貸借対照表) 

 前四半期連結会計期間(自 平成17年４月1日 至 平成17

年６月30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18年４月1日 至 平成

18年６月30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17年４月1日 至 平成17年６

月30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1,082百万円、固定負債「その他」に含め

て表示していた「長期預り金」は1,985百万円である。 

 

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17年６月30日) 

当四半期連結会計期間末 
(平成18年６月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、13,735百万円である。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、14,162百万円である。 

※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 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
 

 ２ 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
 

 ２ 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 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産 

建物 806百万円

   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 767百万円

   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 776百万円

   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) 

 

(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17年４月１日 
至 平成17年６月30日) 

当四半期連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(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 197百万円

賞与引当金 

繰入額 
46百万円

退職給付費用 125百万円
 

※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 233百万円

賞与引当金 

繰入額 
51百万円

退職給付費用 130百万円
 

※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 873百万円

賞与引当金 

繰入額 
70百万円

退職給付費用 489百万円
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(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17年４月１日 
至 平成17年６月30日) 

当四半期連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 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 
5,530百万円

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 
5,525 

 

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 
8,575百万円

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 
8,570 

 

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 

 

 

(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17年４月１日 至 平成17年６月30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 2,812 786 84 3,683 ― 3,683

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― 12 12 (12) ―

計 2,812 786 96 3,696 (12) 3,683

営業費用 2,764 869 41 3,676 304 3,980

営業利益(△は営業損失) 48 △83 54 19 (316) △296

(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316百万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。 
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当四半期連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30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 5,910 788 180 6,880 ― 6,880

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― 13 13 (13) ―

計 5,910 788 193 6,893 (13) 6,880

営業費用 5,305 807 38 6,151 290 6,442

営業利益(△は営業損失) 605 △18 155 741 (304) 437

(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304百万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) 

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

(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。 



 

 

13  

 
所在地別セグメント情報 

前四半期連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年６月30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 2,008 1,675 3,683 ― 3,683

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

421 ― 421 (421) ―

計 2,430 1,675 4,105 (421) 3,683

営業費用 2,665 1,419 4,085 (105) 3,980

営業利益(△は営業損失) △235 255 19 (316) △296

(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316百万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。 

 
当四半期連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30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 5,688 1,191 6,880 ― 6,880

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

3 ― 3 (3) ―

計 5,692 1,191 6,883 (3) 6,880

営業費用 4,988 1,153 6,141 300 6,442

営業利益 704 37 742 (304) 437

(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304百万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)

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

(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。 
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海外売上高 

前四半期連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年６月30日) 

 

 北米 アフリカ アジア 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 1,673 48 80 1,801

Ⅱ 連結売上高(百万円)  3,683

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

45.4 1.3 2.2 48.9

(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18年４月１日 至 平成18年６月30日) 

 

 北米 アフリカ アジア 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 1,190 1 16 1,209

Ⅱ 連結売上高(百万円)  6,880

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

17.3 0.0 0.3 17.6

(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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(生産、受注及び販売の状況) 

(1) 生産実績 

当四半期連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30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 6,705 132.6 

建材関連事業 792 91.5 

合計 7,497 126.6 

(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18年４月１日 至 平成18年６月30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 34,760 451.2 108,632 206.2 

建材関連事業 877 90.7 713 100.0 

合計 35,638 410.9 109,346 204.8 

(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18年４月１日 至 平成18年６月30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 5,910 210.1 

建材関連事業 788 100.3 

不動産賃貸事業 180 214.4 

合計 6,880 186.8 

(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。 

 


