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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 30,526 ― 3,258 ― 3,341 ― 1,741 ―

20年3月期第2四半期 22,197 48.2 1,034 2.8 1,072 0.2 653 27.9

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 25.27 ―

20年3月期第2四半期 9.48 ―

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 60,431 25,649 42.4 372.16
20年3月期 61,236 25,616 41.8 371.58

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  25,649百万円 20年3月期  25,616百万円

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 ― 0.00 ― 5.00 5.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 5.00

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  有  
 

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 64,000 41.6 6,400 193.4 6,500 189.1 2,300 70.8 33.37

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 
・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。 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等により、
上記予想数値と異なる場合があります。 

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  69,083,597株 20年3月期  69,083,597株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  161,822株 20年3月期  143,634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  68,932,425株 20年3月期第2四半期  68,949,800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、原油を始めとする原材料価格の高騰や円高基調

が続いていることに伴う企業収益の悪化により設備投資が減少する中、米国のサブプライムローン問

題に端を発した国際金融市場の混乱などが加わり、景気は停滞感が強まるうちに経過しました。 

 こうした状況の中で、当第２四半期連結累計期間の当社グループ（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305億２千６百万円となり、営業利益は32億５千８百万円となりま

した。また、経常利益は33億４千１百万円となり、四半期純利益は17億４千１百万円となりました。 

  

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223系通勤型電車等があり、海外向車両ではドバイ

道路交通局向電車やダラス高速運輸公社向低床式軽量電車等があったため、売上高は282億３千３

百万円となり、営業利益は37億９千５百万円となりました。 

②建材関連事業 

主に集合住宅向けスチール製玄関ドアを製造販売しており、売上高は13億７千５百万円とな

り、８千７百万円の営業損失となりました。なお、平成20年７月15日開催の取締役会において、

建材事業の廃止を決議し、本年９月に生産を終了し、来年３月末をもって建材事業を廃止する予

定です。特別損失に計上した建材事業の整理に伴う損失見込額は総額２億１千４百万円であり、

第２四半期累計期間までに確定した損失は９千９百万円であります。 

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売上高は３億９千２百万円となり、営業利益は３億

２千３百万円となりました。 

④その他事業 

アルミニウム合金の押出形材の製造販売等により売上高は５億７千１百万円となり、４千９百

万円の営業損失となりました。 

  

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、不動産賃貸事業及びその他事業があり、売上高は228

億３千５百万円となり、営業利益は32億４千９百万円となりました。 

②北米 

鉄道車両関連事業があり、ダラス高速運輸公社向低床式軽量電車、フェニックス交通局向低床

式軽量電車及びシアトル交通局向低床式軽量電車等を中心に売上高は89億４千万円となり、営業

利益は７億３千２百万円となりました。 

  

・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
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 資産、負債及び純資産の状況 

(資産) 

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は604億３千１百万円（前連結会計年度末612億３千６百万

円）と８億４百万円の減少となりました。流動資産は主に現金及び預金や売上債権の増加により、454

億８千２百万円（前連結会計年度末448億３千７百万円）と６億４千４百万円の増加となりました。固

定資産は主に有形固定資産や為替予約の減少等により、149億４千９百万円（前連結会計年度末163億

９千８百万円）と14億４千９百万円の減少となりました。 

(負債) 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は347億８千２百万円（前連結会計年度末356億１千９百万

円）と８億３千７百万円の減少となりました。流動負債は主に前受金の減少等により、312億２千５百

万円（前連結会計年度末316億８千万円）と４億５千５百万円の減少となりました。固定負債は主に繰

延税金負債の減少等により35億５千６百万円（前連結会計年度末39億３千９百万円）と３億８千２百

万円の減少となりました。 

(純資産) 

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は256億４千９百万円（前連結会計年度末256億１千６百

万円）と３千２百万円の増加となりましたが、主に四半期純利益の計上、配当金の支払及び繰延ヘッ

ジ損益の減少等によるものです。 

  

通期の連結業績予想につきましては、平成20年８月７日発表の「第1四半期決算短信」に記載致しま

した業績予想を下記のとおり変更しております。 

 詳細は、平成20年11月６日に開示致しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さ

い。 

  
（通期連結業績予想） 
平成21年３月期通期（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

 
  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円 百万円

前回発表予想（Ａ) 64,000 5,400 5,500 1,600

今回発表予想（Ｂ） 64,000 6,400 6,500 2,300

増減額（Ｂ－Ａ） ― 1,000 1,000 700

増減率（％） ― 18.5 18.2 43.8

（ご参考）前期実績 
（平成20年３月期）

45,184 2,181 2,248 1,346
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該当事項はありません。 

① 簡便な会計処理 

・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。

・固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、連結会計年度に係

る減価償却費の額を期間按分する方法により算定しております。 

・繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差

異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績

予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

・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。     

・たな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりましたが、第１四半期連結

会計期間より「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)が適用されたことに伴い、主として個別法による原価法（貸借対照表価額について

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。この変更により、当第２四半

期連結累計期間の売上総利益、営業利益及び経常利益がそれぞれ６百万円、税金等調整前四半期純利

益が164百万円減少しております。なお、セグメントに与える影響は、当該箇所に記載しておりま

す。 

・第１四半期連結会計期間より、「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」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 なお、これによる損益に

与える影響はありません。 

（追加情報） 

・有形固定資産の耐用年数の変更 

  法人税法の改正(減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令 平成20年４月30

日 省令第32号)による耐用年数の変更に伴い、第１四半期連結会計期間から、機械装置について耐

用年数の変更を行っております。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、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が37百万円それぞれ減少し

ております。なお、セグメントに与える影響は、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：百万円） 

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 5,304 3,833 

受取手形及び売掛金 17,271 16,659 

製品 201 270 

原材料 901 997 

仕掛品 19,109 19,416 

その他 2,743 3,690 

貸倒引当金 △49 △30 

流動資産合計 45,482 44,837 

固定資産 

有形固定資産 8,660 9,148 

無形固定資産 189 184 

投資その他の資産 

投資有価証券 5,626 5,862 

その他 512 1,241 

貸倒引当金 △39 △38 

投資その他の資産合計 6,098 7,065 

固定資産合計 14,949 16,398 

資産合計 60,431 61,236 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 10,027 10,165 

短期借入金 9,200 7,500 

未払法人税等 1,485 651 

前受金 7,027 9,021 

賞与引当金 698 487 

役員賞与引当金 60 80 

受注損失引当金 783 302 

事業整理損失引当金 115 － 

その他 1,826 3,471 

流動負債合計 31,225 31,680 

固定負債 

退職給付引当金 1,698 1,705 

その他 1,858 2,233 

固定負債合計 3,556 3,939 

負債合計 34,782 35,619 
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（単位：百万円） 

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) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 5,252 5,252 

資本剰余金 3,124 3,124 

利益剰余金 15,832 14,435 

自己株式 △53 △45 

株主資本合計 24,156 22,767 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 1,103 1,201 

繰延ヘッジ損益 726 1,730 

為替換算調整勘定 △336 △82 

評価・換算差額等合計 1,493 2,849 

純資産合計 25,649 25,616 

負債純資産合計 60,431 61,236 
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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：百万円） 

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 30,526 

売上原価 25,392 

売上総利益 5,133 

販売費及び一般管理費 1,875 

営業利益 3,258 

営業外収益 

受取利息 53 

受取配当金 36 

為替差益 71 

雑収入 23 

営業外収益合計 184 

営業外費用 

支払利息 35 

持分法による投資損失 49 

雑支出 17 

営業外費用合計 101 

経常利益 3,341 

特別利益 

固定資産売却益 87 

投資有価証券売却益 15 

特別利益合計 103 

特別損失 

事業整理損 214 

たな卸資産評価損 158 

特別損失合計 373 

税金等調整前四半期純利益 3,071 

法人税、住民税及び事業税 1,700 

法人税等調整額 △370 

法人税等合計 1,329 

四半期純利益 1,741 
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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。 

  

【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) 

  

 
(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 

 (4) その他事業……………アルミニウム合金の押出形材の製造・販売他 

３ 【定性的情報・財務諸表等】 4. その他 (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

法等の変更に記載のとおり、当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「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)を適用している。この結果、従来

と同一の方法によった場合と比べて、当第２四半期連結累計期間の「鉄道車両関連事業」について、営業費

用は５百万円増加、営業利益は同額減少し、「建材関連事業」について、営業費用は０百万円増加、営業損

失は同額増加している。 

４ 【定性的情報・財務諸表等】 4. その他 (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

法等の変更に記載のとおり、法人税法の改正(減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省

令 平成20年４月30日 省令第32号)による耐用年数の変更に伴い、第１四半期連結会計期間から、機械装

置について耐用年数の変更を行っている。この結果、従来と同一の方法によった場合と比べて、当第２四半

期連結累計期間の「鉄道車両関連事業」について、営業費用は32百万円増加、営業利益は同額減少し、「建

材関連事業」について、営業費用は３百万円増加、営業損失は同額増加し、「その他事業」について、営業

費用は２百万円増加、営業損失は同額増加している。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報

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)

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 28,233 1,375 368 549 30,526 ― 30,526

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― 23 21 45 (45) ―

計 28,233 1,375 392 571 30,571 (45) 30,526

営業利益(△は営業損失) 3,795 △87 323 △49 3,981 (722) 3,258
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【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) 

  

 
(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 【定性的情報・財務諸表等】 4. その他 (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

法等の変更に記載のとおり、当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「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)を適用している。この結果、従来

と同一の方法によった場合と比べて、当第２四半期連結累計期間の「日本」について、営業費用は６百万円

増加、営業利益は同額減少している。 

４ 【定性的情報・財務諸表等】 4. その他 (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

法等の変更に記載のとおり、法人税法の改正(減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省

令 平成20年４月30日 省令第32号)による耐用年数の変更に伴い、第１四半期連結会計期間から、機械装

置について耐用年数の変更を行っている。この結果、従来と同一の方法によった場合と比べて、当第２四半

期連結累計期間の「日本」について、営業費用は37百万円増加、営業利益は同額減少している。 

  

【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) 

  

 
(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)、アラブ首長国連邦 

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。 

  

該当事項はありません。 

  

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 21,585 8,940 30,526 ― 30,526

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,249 ― 1,249 (1,249) ―

計 22,835 8,940 31,775 (1,249) 30,526

営業利益 3,249 732 3,982 (723) 3,258

北米 アフリカ アジア 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 8,940 616 14,532 24,089

Ⅱ 連結売上高(百万円) 30,526

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

29.3 2.0 47.6 78.9

(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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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(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 22,197 100.0

Ⅱ 売上原価 19,626 88.4

  売上総利益 2,571 11.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,537 6.9

  営業利益 1,034 4.7

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 184

 ２ 受取配当金 34

 ３ 雑収入 17

  営業外収益合計 237 1.0

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 2

 ２ 為替差損 92

 ３ 固定資産売却損 11

 ４ 固定資産除却損 22

 ５ 固定資産撤去費 22

 ６ 持分法による投資損失 43

 ７ 雑支出 4

  営業外費用合計 199 0.9

  経常利益 1,072 4.8

  税金等調整前中間純利益 1,072 4.8

  法人税、住民税及び事業税 644 2.9

  法人税等調整額 △ 226 △1.0

  中間純利益 653 2.9
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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 

 (4) その他事業……………アルミニウム合金の押出形材の製造・販売他 

３ 事業区分の方法の変更  

連結子会社の㈱ケーエステクノスは、従来、主に鉄道車両部品の組立てを行っており、鉄道車両関連事業に

含めていたが、事業再編により、主にアルミニウム合金の押出形材の製造・販売を行う会社となったため、

同社の事業を当中間連結会計期間より「その他事業」として区分表示することに変更した。この結果、従来

と同一の方法によった場合と比べて、鉄道車両関連事業については、当中間連結会計期間の売上高は776百

万円少なく、営業費用は826百万円少なく、営業利益は50百万円多く計上されている。 

  

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)

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 19,489 1,568 363 776 22,197 ― 22,197

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― 28 26 54 (54) ―

計 19,489 1,568 391 802 22,252 (54) 22,197

営業費用 18,053 1,587 68 852 20,563 600 21,163

営業利益(△は営業損失) 1,436 △19 322 △50 1,689 (654) 1,034
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【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) 

  

 
(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 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の「４ 会計処理基準に関する事項」に記載のとお

り、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正 ((所得税法等の一部を改正する法律 平成19年３月30日

法律第６号）及び（法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年３月30日 政令第83号)) に伴い、当

中間連結会計期間から、平成19年４月１日以降に取得したものについては、改正後の法人税法に基づく方法

に変更している。なお、この変更による日本の損益への影響は軽微である。 

  

【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) 

  

 
(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)、フィリピン共和国 

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。 

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 11,357 10,840 22,197 ― 22,197

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

3,778 ― 3,778 (3,778) ―

計 15,135 10,840 25,976 (3,778) 22,197

営業費用 13,605 10,787 24,392 (3,228) 21,163

営業利益 1,530 53 1,584 (549) 1,034

北米 アフリカ アジア 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 10,840 3 5,901 16,745

Ⅱ 連結売上高(百万円) 22,197

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

48.8 0.0 26.6 75.4
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当社において、「1.連結経営成績に関する定性的情報」に記載のとおり平成20年７月15日開催の取締役会

において、建材事業の廃止を決議しております。 

当第２四半期連結累計期間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。 

  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

  

当第２四半期連結累計期間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。 

  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

  

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毎に示すと、次のとおりであ

る。 

  

 
(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。 

  

 
３ 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

  

6. 生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

事業の種類別セグメントの名称 生産高(百万円)

鉄道車両関連事業 22,514

建材関連事業 1,455

その他事業 548

合計 24,518

(2) 受注実績

事業の種類別セグメントの名称 受注高(百万円) 受注残高(百万円)

鉄道車両関連事業 38,504 118,675

建材関連事業 867 203

その他事業 538 29

合計 39,909 118,908

(3) 販売実績

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円)

鉄道車両関連事業 28,233

建材関連事業 1,375

不動産賃貸事業 368

その他事業 549

合計 30,526

相手先

当第２四半期連結累計期間

販売高(百万円) 割合(％)

三菱商事株式会社 14,577 47.8

Dallas Area Rapid Transit
(ダラス高速運輸公社)

3,282 10.8
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