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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 49,438 ― 5,598 ― 5,560 ― 2,903 ―

20年3月期第3四半期 31,779 13.4 1,648 111.8 1,715 77.4 1,028 57.5

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3四半期 42.13 ―

20年3月期第3四半期 14.91 ―

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3四半期 65,603 27,398 41.8 397.57
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3四半期  27,398百万円 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 ― ― ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

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 6,900 216.4 6,900 206.8 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3四半期  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3四半期  167,612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3四半期  68,928,384株 20年3月期第3四半期  68,948,027株
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当第３四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494億３千８百万円となり、営業利益は55億９千８百万円となりました。また、経常利益

は55億６千万円となりましたが、特別損失として健康被害補償引当金繰入額や事業整理損等を計上し

ましたことから、四半期純利益は29億３百万円となりました。 

  

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系通勤型電車及び阪神電気鉄道株式会社向1000

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465億３千７百万円となり、営業利益は63億８千５百万円とな

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15億６千８百万円とな

り、１億６千５百万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、平成20年９月に生産を終了し、平成21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３四半期累計期間までに確定した損失は１億６千９百万円であります。 

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５億９千２百万円となり、営業利益は４億

８千８百万円となりました。 

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８億１千万円となり、５千１百万円

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366

億９千４百万円となり、営業利益は50億３千２百万円となりました。 

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153億６千７百万円となり、

営業利益は17億７千２百万円となりました。 

  

・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３四半期連結会計期間末の資産合計は656億３百万円（前連結会計年度末612億３千６百万円）

と43億６千６百万円の増加となりました。流動資産は主に現金及び預金や売上債権の増加により、512

億８千９百万円（前連結会計年度末448億３千７百万円）と64億５千１百万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及び時価評価による投資有価証券の減少により、143億１千４百

万円（前連結会計年度末163億９千８百万円）と20億８千４百万円の減少となりました。 

(負債) 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は382億５百万円（前連結会計年度末356億１千９百万円）

と25億８千５百万円の増加となりました。流動負債は主に仕入債務や短期借入金の増加等により、349

億２千３百万円（前連結会計年度末316億８千万円）と32億４千２百万円の増加となりました。固定負

債は主に繰延税金負債の減少等により32億８千１百万円（前連結会計年度末39億３千９百万円）と６

億５千７百万円の減少となりました。 

(純資産) 

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は273億９千８百万円（前連結会計年度末256億１千６百

万円）と17億８千１百万円の増加となりましたが、主に四半期純利益の計上によるものです。 

  

通期の連結業績予想につきましては、平成20年11月10日発表の「第２四半期決算短信」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。 

  

(通期連結業績予想) 

 
  

(修正理由) 

営業利益及び経常利益につきまして、車両の量産効果等により、さらに原価改善が進み、前回予想

を上回る見込みです。当期純利益は、当社においてアスベストによる健康被害を受けた従業員または

遺族に対する補償見込額の特別損失（健康被害補償引当金繰入額）が発生したため、前回予想通りと

なる見込みです。 

  

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

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）

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 6,400 6,500 2,300

今回発表予想（Ｂ） 64,000 6,900 6,900 2,300

増減額（Ｂ－Ａ） ― 500 400 ―

増減率（％） ― 7.8 6.2 ―

（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３四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。 

・たな卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、第２四半期連結

会計期間末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

・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３四半

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７百万円、税金等調整前四半期純利

益が165百万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３四半期連結累

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59百万円それぞれ減少し

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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 6,907 3,833

受取手形及び売掛金 19,303 16,659

製品 36 270

原材料 892 997

仕掛品 18,315 19,416

その他 5,883 3,690

貸倒引当金 △49 △30

流動資産合計 51,289 44,837

固定資産   

有形固定資産 8,569 9,148

無形固定資産 192 184

投資その他の資産   

投資有価証券 4,894 5,862

その他 693 1,241

貸倒引当金 △35 △38

投資その他の資産合計 5,552 7,065

固定資産合計 14,314 16,398

資産合計 65,603 61,236

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,330 10,165

短期借入金 11,300 7,500

未払法人税等 587 651

前受金 6,431 9,021

賞与引当金 496 487

役員賞与引当金 90 80

受注損失引当金 433 302

健康被害補償引当金 296 －

事業整理損失引当金 45 －

その他 3,913 3,471

流動負債合計 34,923 31,680

固定負債   

退職給付引当金 1,469 1,705

その他 1,812 2,233

固定負債合計 3,281 3,939

負債合計 38,205 35,619
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 16,994 14,435

自己株式 △56 △45

株主資本合計 25,315 22,767

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 653 1,201

繰延ヘッジ損益 1,711 1,730

為替換算調整勘定 △281 △82

評価・換算差額等合計 2,082 2,849

純資産合計 27,398 25,616

負債純資産合計 65,603 61,236
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 49,438

売上原価 40,844

売上総利益 8,594

販売費及び一般管理費 2,995

営業利益 5,598

営業外収益  

受取利息 76

受取配当金 72

雑収入 40

営業外収益合計 189

営業外費用  

支払利息 60

為替差損 57

持分法による投資損失 62

雑支出 46

営業外費用合計 227

経常利益 5,560

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  

健康被害補償引当金繰入額 296

事業整理損 214

たな卸資産評価損 158

特別損失合計 669

税金等調整前四半期純利益 4,994

法人税、住民税及び事業税 1,531

法人税等調整額 558

法人税等合計 2,090

四半期純利益 2,903
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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３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四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６百万円増加、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３四半

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51百万円増加、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４百万円増加、営業損失は同額増加し、「その他事業」について、営業

費用は３百万円増加、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 46,537 1,568 557 775 49,438 ― 49,438

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― 34 34 69 (69) ―

計 46,537 1,568 592 810 49,508 (69) 49,438

営業利益(△は営業損失) 6,385 △165 488 △51 6,657 (1,059) 5,598
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【所在地別セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間の「日本」について、営業費用は７百万円

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３四半

期連結累計期間の「日本」について、営業費用は59百万円増加、営業利益は同額減少している。 

  

【海外売上高】 

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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 34,071 15,367 49,438 ― 49,438

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,623 ― 2,623 (2,623) ―

計 36,694 15,367 52,062 (2,623) 49,438

営業利益 5,032 1,772 6,805 (1,206) 5,598

北米 アフリカ アジア 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 15,367 653 22,719 38,739

Ⅱ 連結売上高(百万円) 49,438

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

31.1 1.3 46.0 78.4

(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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前四半期連結損益計算書 

【参考】

前四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

区分 金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 31,779 100.0

Ⅱ 売上原価 27,923 87.9

  売上総利益 3,856 12.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,207 6.9

  営業利益 1,648 5.2

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 267

 ２ 受取配当金 66

 ３ 雑収入 23

  営業外収益合計 356 1.1

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 13

 ２ 為替差損 205

 ３ 固定資産売却損 12

 ４ 固定資産除却損 23

 ５ 固定資産撤去費 23

 ６ 持分法による投資損失 5

 ７ 雑支出 6

  営業外費用合計 289 0.9

  経常利益 1,715 5.4

  税金等調整前四半期純利益 1,715 5.4

  法人税、住民税及び事業税 854 2.7

  法人税等調整額 △ 167 △0.5

  四半期純利益 1,028 3.2
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セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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、

同社の事業を当四半期連結会計期間より「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、当四半期連結会計期間の売上高は

1,144百万円少なく、営業費用は1,194百万円少なく、営業利益は50百万円多く計上されている。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前四半期連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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 

  

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 27,361 2,727 545 1,144 31,779 ― 31,779

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― 41 45 87 (87) ―

計 27,361 2,727 587 1,189 31,866 (87) 31,779

営業費用 25,207 2,702 103 1,239 29,252 878 30,131

営業利益(△は営業損失) 2,154 24 484 △ 49 2,613 (965) 1,648

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 16,681 15,097 31,779 ― 31,779

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

4,983 ― 4,983 (4,983) ―

計 21,665 15,097 36,762 (4,983) 31,779

営業費用 19,465 14,812 34,277 (4,146) 30,131

営業利益 2,200 284 2,484 (836) 1,648
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【海外売上高】 

前四半期連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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。 

  

  

北米 アフリカ アジア 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 15,098 5 5,956 21,061

Ⅱ 連結売上高(百万円) 31,779

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

47.5 0.0 18.8 66.3
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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３四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３四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３四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 36,756

建材関連事業 1,661

その他事業 762

合計 39,180

(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 56,966 113,709

建材関連事業 898 41

その他事業 755 21

合計 58,620 113,772

(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 46,537

建材関連事業 1,568

不動産賃貸事業 557

その他事業 775

合計 49,438

相手先

当第３四半期連結累計期間

販売高(百万円) 割合(％)

三菱商事株式会社 22,585 45.7

Dallas Area Rapid Transit
(ダラス高速運輸公社)

6,771 13.7
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