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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第2四半期 3,261 ― 55 ― 49 ― 46 ―
20年3月期第2四半期 3,654 58.6 35 ― 24 ― 8 ―

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

21年3月期第2四半期 3.25 ―
20年3月期第2四半期 0.61 ―

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

21年3月期第2四半期 6,364 2,799 44.0 196.68
20年3月期 6,983 2,822 40.4 198.32

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  2,799百万円 20年3月期  2,822百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 3.00 3.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

通期 6,550 △18.1 200 △42.0 170 △46.8 100 △59.6 7.03

4.  その他 
(1) 期中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) 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  有  

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 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（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もの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、３ページ【定性的情報・
財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

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） 21年3月期第2四半期  14,250,000株 20年3月期  14,250,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  18,371株 20年3月期  17,556株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  14,232,107株 20年3月期第2四半期  14,233,545株
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 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国におけるサブプライムローン問題に端を発した

金融市場の混乱や原油・原材料価格の高騰等の影響により企業収益が落ち込むとともに、設備投資の低迷

や個人消費が後退するなど、景気の減速傾向が一層強まる状況で推移しました。 

 このような状況のもと、当社グループの主力であります鉄道営業部門では、国内通勤近郊電車用や新幹

線車両用電気機器等の需要が比較的堅調に推移するとともに、一部製品の納期繰上等により、売上高は当

初予想をやや上回る増加となりました。 

 また、自動車営業部門では前連結会計年度の車載標識車等の増加発注の反動で売上高はやや減少すると

ともに、船舶他営業部門では防衛省関連等の出荷・売上が一巡しているため、売上高は前年並みとなりま

した。 

 当社グループは、このような経営環境のなかで積極的な営業活動を展開しました結果、当第２四半期連

結累計期間業績のうち、売上高は32億61百万円、受注高は78億３百万円、受注残高は104億４百万円とな

りました。 

 収益面につきましては、売上高の増加に加え、製品の内製化促進と部材調達金額の圧縮による外部支払

いコストの削減及び諸経費の徹底した節減等の効果により、営業利益55百万円、経常利益49百万円、四半

期純利益46百万円となりました。 

  
  

 当第２四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末に比べ５億65百万円減少し、

40億10百万円となりました。これは、主として現金及び預金が１億55百万円減少したことと、受取手

形及び売掛金が４億84百万円減少したこと等によります。  

 当第２四半期連結会計期間末における固定資産は、前連結会計年度末に比べ54百万円減少し、23億

53百万円となりました。これは、主として建物及び構築物が28百万円減少したことと、投資有価証券

が26百万円減少したこと等によります。 

 この結果、当第２四半期連結会計期間末における総資産は、63億64百万円となり、前連結会計年度

末に比べ６億19百万円の減少となりました。  

 当第２四半期連結会計期間末における流動負債は、前連結会計年度末に比べ７億27百万円減少し、

26億87百万円となりました。これは、主として支払手形及び買掛金が２億３百万円増加したものの、

短期借入金が７億42百万円減少したこと等によります。 

 当第２四半期連結会計期間末における固定負債は、前連結会計年度末に比べ１億31百万円増加し、

８億77百万円となりました。これは、主として長期借入金が１億41百万円増加したこと等によりま

す。 

 この結果、当第２四半期連結会計期間末における負債合計は35億65百万円となり、前連結会計年度

末に比べ５億96百万円の減少となりました。 

・定性的情報・財務諸表等

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

（１）財政状態の変動状況

①資産

②負債
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 当第２四半期連結会計期間末における株主資本合計は、前連結会計年度末に比べ25百万円減少し、

25億６百万円となりました。これは、主として利益剰余金が24百万円減少したこと等によります。 

 当第２四半期連結会計期間末における評価・換算差額等合計は、前連結会計年度末に比べ１百万円

増加し、２億92百万円となりました。これは、その他有価証券評価差額金が15百万円減少したもの

の、為替換算調整勘定が17百万円増加したことによります。 

 この結果、当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は27億99百万円となり、前連結会計年

度末に比べ23百万円の減少となりました。 

 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（以下「資金」という。）の残高は、前連

結会計年度末に比べ１億55百万円減少し、４億58百万円となりました。 

 ①営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動の結果得られた資金は５億41百万円となりました。この主な要因は、収入については売上

債権の減少額４億85百万円、仕入債務の増加額２億２百万円等であり、支出については未払消費税等

の減少額１億24百万円等により、キャッシュ・フローが増加したことによります。 

 ②投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動の結果使用した資金は27百万円となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得によ

る支出21百万円、無形固定資産の取得による支出７百万円等により、キャッシュ・フローが減少した

ことによります。 

 ③財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動の結果使用した資金は６億73百万円となりました。この主な要因は、収入については長期

借入金の借入による収入が３億円であり、支出については短期借入金の減少額８億３百万円、長期借

入金の返済による支出98百万円及び配当金の支払額71百万円等により、キャッシュ・フローが減少し

たことによります。 

  

 平成20年８月８日に公表しました平成21年３月期の第２四半期累計期間の連結及び個別業績予想につき

ましては、平成20年10月30日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」において修正しております。詳

細につきましては、「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

 なお、平成21年３月期の通期の業績予想につきましては、米国の金融危機に端を発した世界的な景気の

減速傾向が、当社業績に与える影響を現段階で予測することは困難でありますが、当社の主力の鉄道関連

需要に与える年度内の影響は軽微であると見込まれ、現時点での業績予想は見直しておりません。 

  

③純資産

(２)キャッシュ・フローの変動状況

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

 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 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。 

  

①「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準第12号)

及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業

会計基準適用指針第14号)を第１四半期連結会計期間から適用しております。また、「四半期連結財

務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号)

を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下によ

る簿価切下げの方法)に変更しております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の売上総利益及び営業利

益、経常利益、税金等調整前四半期純利益が４百万円それぞれ減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載しております。 

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会 平

成18年５月17日 実務対応報告第18号)を第１四半期連結会計期間から適用しております。 

これに伴う、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載しております。 

  

4. その他

（１）期中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)

（２）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

（３）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
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5. 【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20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20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 758,081 913,416 

受取手形及び売掛金 1,637,147 2,121,772 

製品 468,868 427,063 

原材料 384,387 390,320 

仕掛品 709,373 695,130 

貯蔵品 10,297 11,375 

繰延税金資産 992 1,690 

その他 41,520 15,015 

貸倒引当金 △246 △58 

流動資産合計 4,010,422 4,575,726 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 2,212,363 2,199,755 

減価償却累計額 △847,483 △806,033 

建物及び構築物（純額） 1,364,879 1,393,722 

土地 27,609 27,609 

その他 546,157 527,777 

減価償却累計額 △442,170 △427,625 

その他（純額） 103,986 100,152 

有形固定資産合計 1,496,476 1,521,484 

無形固定資産 56,274 58,760 

投資その他の資産 

投資有価証券 736,080 762,634 

その他 68,944 69,030 

貸倒引当金 △3,800 △3,800 

投資その他の資産合計 801,224 827,864 

固定資産合計 2,353,975 2,408,109 

資産合計 6,364,397 6,983,836 
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（単位：千円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20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20年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 1,365,590 1,162,437 

短期借入金 1,147,117 1,889,914 

未払法人税等 11,402 66,496 

賞与引当金 78,000 76,000 

その他 85,771 220,446 

流動負債合計 2,687,881 3,415,295 

固定負債 

長期借入金 686,061 544,783 

繰延税金負債 123,310 134,011 

退職給付引当金 7,869 6,868 

その他 60,144 60,319 

固定負債合計 877,385 745,981 

負債合計 3,565,266 4,161,277 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,048,500 1,048,500 

資本剰余金 897,280 897,280 

利益剰余金 563,581 588,475 

自己株式 △3,214 △3,097 

株主資本合計 2,506,146 2,531,158 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 266,723 282,470 

為替換算調整勘定 26,259 8,929 

評価・換算差額等合計 292,983 291,400 

純資産合計 2,799,130 2,822,558 

負債純資産合計 6,364,397 6,983,836 
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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） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 3,261,250 

売上原価 2,723,429 

売上総利益 537,821 

販売費及び一般管理費 482,663 

営業利益 55,157 

営業外収益 

受取利息 1,724 

受取配当金 6,395 

受取補償金 3,300 

雑収入 4,061 

営業外収益合計 15,481 

営業外費用 

支払利息 17,705 

為替差損 2,830 

雑損失 201 

営業外費用合計 20,738 

経常利益 49,900 

特別利益 

固定資産売却益 180 

特別利益合計 180 

特別損失 

固定資産除却損 168 

特別損失合計 168 

税金等調整前四半期純利益 49,912 

法人税、住民税及び事業税 2,840 

法人税等調整額 804 

法人税等合計 3,644 

四半期純利益 46,268 
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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） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20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利益 49,912 

減価償却費 67,121 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,001 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 176 

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,000 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △29,000 

受取利息及び受取配当金 △8,119 

支払利息 17,705 

為替差損益（△は益） 2,830 

固定資産除売却損益（△は益） △12 

売上債権の増減額（△は増加） 485,785 

たな卸資産の増減額（△は増加） △47,527 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 505 

その他投資等の増減額(△は増加) 85 

仕入債務の増減額（△は減少） 202,967 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △10,252 

未払消費税等の増減額（△は減少） △124,869 

その他 △3,005 

小計 607,304 

利息及び配当金の受取額 8,119 

利息の支払額 △17,705 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △56,000 

営業活動によるキャッシュ・フロー 541,718 

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 △300,000 

定期預金の払戻による収入 300,000 

有形固定資産の取得による支出 △21,769 

有形固定資産の売却による収入 801 

無形固定資産の取得による支出 △7,015 

投資活動によるキャッシュ・フロー △27,983 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の純増減額（△は減少） △803,538 

長期借入れによる収入 300,000 

長期借入金の返済による支出 △98,602 

配当金の支払額 △71,162 

その他 △117 

財務活動によるキャッシュ・フロー △673,420 

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,350 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △155,335 

現金及び現金同等物の期首残高 613,416 

現金及び現金同等物の四半期末残高 458,081 
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

 
(注) １ 事業区分の方法 

     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 各区分に属する主要品目 

     電気機器製造販売事業・・・・・・鉄道車両用配電箱・車内表示器等及び自動車用車載表示器等 

     不動産事業等・・・・・・・・・・賃貸マンション・店舗経営 

   ３ 「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号)を

第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切

下げの方法）に変更しております。 

     この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の売上総利益及び営業利益は、

電気機器製造販売事業において4,141千円それぞれ減少しております。 

   ４ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会 平成18

年５月17日 実務対応報告第18号)を第１四半期連結会計期間から適用しております。これによるセグメン

ト情報に与える影響はありません。 

  

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。 

  

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日)

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日)

電気機器製造
販売事業(千円)

不動産事業等
(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 3,215,255 45,995 3,261,250 ― 3,261,250

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 3,215,255 45,995 3,261,250 ― 3,261,250

営業利益 118,701 26,767 145,468 (90,311) 55,157

【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日)

【海外売上高】

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日)

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日)
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前中間連結損益計算書 

「参考」

前中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 3,654,220 100.0

Ⅱ 売上原価 3,134,520 85.8

   売上総利益 519,699 14.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 484,216 13.3

   営業利益 35,483 0.9

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 442

 ２ 受取配当金 6,256

 ３ 未払配当金戻入益 584

 ４ 廃材売却益 1,435

 ５ 還付加算金 1,955

 ６ 雑収入 3,486 14,160 0.4

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 22,718

 ２ 為替差損 1,824

 ３ 雑損失 506 25,049 0.6

   経常利益 24,595 0.7

Ⅵ 特別利益 ―

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 311

 ２ 工場改築関連費用 11,888 12,199 0.4

   税金等調整前中間純利益 12,395 0.3

   法人税、住民税及び事業税 3,100

   法人税等調整額 564 3,664 0.1

   中間純利益 8,731 0.2
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前中間連結キャッシュ・フロー計算書 

前中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前中間純利益 12,395

 ２ 減価償却費 69,138

 ３ 退職給付引当金の増加・ 
   減少(△)額

△2,951

 ４ 貸倒引当金の増加・減少(△)額 59

 ５ 賞与引当金の増加・減少(△)額 △1,000

 ６ 役員退職慰労引当金の 
   増加・減少(△)額

△50,104

 ７ 受取利息及び受取配当金 △6,698

 ８ 支払利息 22,718

 ９ 為替差損・差益(△) 1,824

 10 未払配当金戻入益 △584

 11 売上債権の減少・増加(△)額 △18,764

 12 たな卸資産の減少・増加(△)額 △397,875

 13 その他流動資産の 
   減少・増加(△)額

43,852

 14 その他投資等の減少・増加(△)額 1,801

 15 仕入債務の増加・減少(△)額 195,899

 16 その他流動負債の増加・ 
   減少(△)額

4,438

 17 未払消費税等の増加・減少(△)額 93,783

 18 その他 46,115

    小計 14,048

 19  利息及び配当金の受取額 6,698

 20  利息の支払額 △22,718

 21  法人税等の支払額(△)・還付額 △3,125

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

△5,097

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 定期預金の預入による支出 △300,000

 ２ 有形固定資産の取得による支出 △242,522

 ３ 無形固定資産の取得による支出 △300

 ４ その他 △5,439

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△548,261
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前中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の増加・減少(△)額 546,312

 ２ 長期借入金の返済による支出 △115,262

 ３ 配当金の支払額 △42,701

 ４ その他 △115

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

388,233

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 593

Ⅴ 現金及び現金同等物 
  の増加・減少(△)額

△164,532

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 875,543

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

711,011
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〔事業の種類別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
(注) １ 事業区分の方法 

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 各区分に属する主要品目 

電気機器製造販売事業………鉄道車両用配電箱・車内表示器等及び自動車用車載表示器等 

不動産事業等…………………賃貸マンション・店舗経営 

３ 営業費用のうち「消去又は全社」の項目に含めた配布不能営業費用は83,756千円であり、その主な内容は親

会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

全セグメントの売上高の合計額に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

〔海外売上高〕 

前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

電気機器製造
販売事業(千円)

不動産事業等
(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 3,609,813 44,406 3,654,220 ― 3,654,220

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 3,609,813 44,406 3,654,220 ― 3,654,220

営業費用 3,511,417 23,562 3,534,980 83,756 3,618,736

営業利益 98,395 20,843 119,239 (83,756) 35,483
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当第２四半期連結累計期間における電気機器製造販売事業の生産実績を示すと、次のとおりでありま

す。 

 
（注） １ 金額は、販売価格によっております。 

 ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

当第２四半期連結累計期間における電気機器製造販売事業の受注状況を示すと、次のとおりでありま

す。 

 
（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

当第２四半期連結累計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであ

ります。 

 
（注） １ 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。 

 
 ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

6. その他の情報

 生産、受注及び販売の状況

(1)生産実績

営業部門別 生産高（百万円）

鉄 道 2,828

自動車 169

船舶他 99

合 計 3,097

(2)受注状況

営業部門別 受注高（百万円） 受注残高（百万円）

鉄 道 7,188 9,793

自動車 447 352

船舶他 167 258

合 計 7,803 10,404

(3)販売実績

事業の種類別セグメント 販売高（百万円）

鉄 道 2,948

電気機器製造販売事業 自動車 157

船舶他 109

合 計 3,215

不動産事業等 45

合 計 3,261

相手先
当第２四半期連結累計期間

販売高（百万円） 割合（％）

東海旅客鉄道株式会社 710 21.8%

東日本旅客鉄道株式会社 688 21.1%

三菱電機株式会社 564 17.3%
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