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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 28,702 △6.0 4,614 41.6 4,558 36.4 2,431 39.6
21年3月期第2四半期 30,526 ― 3,258 ― 3,341 ― 1,741 ―

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

22年3月期第2四半期 35.28 ―

21年3月期第2四半期 25.27 ―

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

22年3月期第2四半期 64,085 27,361 42.7 397.12
21年3月期 63,607 24,299 38.2 352.63

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  27,361百万円 21年3月期  24,299百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― ― ― 5.00 5.00

22年3月期 ― ―

22年3月期 
（予想）

― 5.00 5.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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 56,000 △14.8 7,900 △6.8 7,800 △6.7 4,400 50.4 63.86

－ 1 －



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、5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、5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 

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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 69,083,597株 21年3月期  69,083,597株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  183,063株 21年3月期  172,955株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 68,905,460株 21年3月期第2四半期 68,932,425株

－ 2 －



当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、大型経済対策の実施などにより一部に持ち直し

の動きが見られるものの、ドル安円高が進行する中、企業収益の減少や雇用情勢の悪化などが続き、

景気は依然厳しい状況のうちに推移しました。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（当社及び連結子会社）における業績は、売上高が287億２百万円（前第２四半期連結累計

期間売上高305億２千６百万円）と前年同期に比べ18億２千４百万円（6.0%）の減収となりましたが、

営業利益は46億１千４百万円（前第２四半期連結累計期間営業利益32億５千８百万円）と13億５千５

百万円（41.6%）の増加となりました。また、経常利益は45億５千８百万円（前第２四半期連結累計期

間経常利益33億４千１百万円）となりましたが、特別損失として過年度製品保証引当金繰入額を計上

したことから、四半期純利益は24億３千１百万円（前第２四半期連結累計期間四半期純利益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683系特急型電車等があり、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282億７千６

百万円（前第２四半期連結累計期間売上高282億３千３百万円）と前年同期に比べ４千３百万円

（0.2%）の増収となり、営業利益は49億８千４百万円（前第２四半期連結累計期間営業利益37億

９千５百万円）となりました。 

②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３億８千２百万円（前第２四半期連結累計

期間売上高３億９千２百万円）となり、営業利益は３億１千４百万円（前第２四半期連結累計期

間営業利益３億２千３百万円）となりました。 

③その他事業 

アルミニウム事業として、アルミニウム合金の押出形材の製造販売等を行っておりましたが、

平成21年６月末をもちまして、当該事業を廃止いたしました。 

 なお、当第２四半期連結累計期間の売上高は６千万円（前第２四半期連結累計期間売上高５億

７千１百万円）、営業損失は３千７百万円（前第２四半期連結累計期間営業損失４千９百万円）

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、不動産賃貸事業及びその他事業があり、売上高は243億８千９百万

円（前第２四半期連結累計期間売上高228億３千５百万円）と前年同期に比べ15億５千４百万円

（6.8%）の増収となり、営業利益は39億７千８百万円（前第２四半期連結累計期間営業利益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等を中心に売上高は53億７千

７百万円（前第２四半期連結累計期間売上高89億４千万円）と前年同期に比べ35億６千２百万円

（39.8%）の減収となりましたが、営業利益は12億２千３百万円（前第２四半期連結累計期間営業

利益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640億８千５百万円（前連結会計年度末636億７百万円）

と４億７千８百万円の増加となりました。流動資産は仕掛品の減少が大きかったものの売上債権の増

加等により、497億９千３百万円（前連結会計年度末497億５千万円）と４千３百万円の増加となりま

した。固定資産は主に時価評価による投資有価証券の増加等により、142億９千１百万円（前連結会計

年度末138億５千６百万円）と４億３千４百万円の増加となりました。 

(負債) 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は367億２千３百万円（前連結会計年度末393億７百万円）

と25億８千４百万円の減少となりました。流動負債は主に仕入債務の減少等により、330億３千７百万

円（前連結会計年度末355億５千万円）と25億１千２百万円の減少となりました。固定負債は36億８千

５百万円（前連結会計年度末37億５千７百万円）と７千１百万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273億６千１百万円（前連結会計年度末242億９千９百

万円）と30億６千２百万円の増加となりました。その主な要因は、四半期純利益の計上及び為替換算

調整勘定の変動等によるものです。 

  

通期の連結業績予想につきましては、平成21年８月７日発表の「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21年11月９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22年３月期通期（平成21年４月１日～平成22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) 55,000 6,600 6,500 3,700

今回発表予想（Ｂ） 56,000 7,900 7,800 4,400

増減額（Ｂ－Ａ） 1,000 1,300 1,300 700

増減率（％） 1.8 19.7 20.0 18.9

（ご参考）前期実績 
（平成21年３月期）

65,727 8,479 8,357 2,925

－ 4 －
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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。 

・法人税等並びに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。 

・収益及び費用の計上基準の変更 

 請負工事に係る収益の計上基準については、「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号

平成19年12月27日)および「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号

平成19年12月27日)を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事

契約から、当第２四半期連結会計期間末までの進捗部分について、成果の確実性が認められる工事に

ついては工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基

準を適用しております。これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。 

 また、鉄道車両の収益の計上基準については、従来、引渡基準(在外連結子会社は工事進行基準)を

適用しておりましたが、請負契約に係ることから、工事完成基準による収益の計上については、検収

基準に変更しております。この変更により、従来と同一の基準を適用した場合と比較して、当第２四

半期連結累計期間の売上高は238百万円減少しており、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は50百万円減少しております。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。 

・製品保証引当金の計上方法の変更 

 従来、引渡済車両に係る製品保証に係る補修費用の支出が確実に見込まれ、かつ、個別に見積可能

な補修費用についてその発生見込額を計上しておりましたが、第１四半期連結会計期間から、過去の

補修費用の実績率に基づく見積額を計上する方法を併用することに変更しております。この変更は、

車両納入後の営業運転において補修サービスの重要性が増加し、車両売上高の増加に伴い、発生する

補修費用の増加傾向が顕著になってきたこと、また過去の補修費用のデータが整備、蓄積できてきた

ことから、過去の補修費用の実績率に基づく見積額を引当計上することにより、期間損益の更なる適

正化を図るために行うものです。この変更により、従来と同一の基準を適用した場合と比較して、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は122百万円減少しており、税金等調

整前四半期純利益は678百万円減少しております。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。 

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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,224 9,636

受取手形及び売掛金 20,277 18,977

仕掛品 15,476 18,088

原材料及び貯蔵品 592 663

その他 3,276 2,434

貸倒引当金 △52 △49

流動資産合計 49,793 49,750

固定資産   

有形固定資産 8,969 8,658

無形固定資産 157 179

投資その他の資産   

投資有価証券 4,278 3,781

その他 928 1,287

貸倒引当金 △42 △50

投資その他の資産合計 5,165 5,019

固定資産合計 14,291 13,856

資産合計 64,085 63,607

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,059 10,650

短期借入金 7,700 6,700

未払法人税等 2,056 1,647

前受金 10,036 11,615

賞与引当金 796 475

役員賞与引当金 － 160

製品保証引当金 1,012 568

受注損失引当金 1,770 －

事業整理損失引当金 － 99

その他 2,607 3,632

流動負債合計 33,037 35,550

固定負債   

退職給付引当金 1,062 990

その他 2,623 2,766

固定負債合計 3,685 3,757

負債合計 36,723 39,307

－ 6 －
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21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 19,103 17,016

自己株式 △66 △59

株主資本合計 27,415 25,335

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 339 44

繰延ヘッジ損益 365 290

為替換算調整勘定 △758 △1,370

評価・換算差額等合計 △53 △1,035

純資産合計 27,361 24,299

負債純資産合計 64,085 63,607

－ 7 －
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 30,526 28,702

売上原価 25,392 22,219

売上総利益 5,133 6,482

販売費及び一般管理費 1,875 1,867

営業利益 3,258 4,614

営業外収益   

受取利息 53 10

受取配当金 36 37

為替差益 71 －

雑収入 23 69

営業外収益合計 184 116

営業外費用   

支払利息 35 30

為替差損 － 48

固定資産除却損 － 44

持分法による投資損失 49 －

雑支出 17 50

営業外費用合計 101 173

経常利益 3,341 4,558

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   

過年度製品保証引当金繰入額 － 556

事業整理損 214 －

たな卸資産評価損 158 －

特別損失合計 373 556

税金等調整前四半期純利益 3,071 4,001

法人税、住民税及び事業税 1,700 2,427

法人税等調整額 △370 △857

法人税等合計 1,329 1,570

四半期純利益 1,741 2,431
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該当事項はありません。 
  

【事業の種類別セグメント情報】 

前第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おります。 

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)を適用しております。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おります。 

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おりま
す。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おります。 

  
当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21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おります。 

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) 不動産賃貸事業………不動産賃貸 
 (3) 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、鉄道車両の収益の計上基準については、従来、引渡基準(在外連結子会社は工事進行基準)を適用しておりまし
たが、第１四半期連結会計期間から工事完成基準による収益の計上については、検収基準に変更しております。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、売上高は
238百万円減少、営業利益は50百万円減少しております。 

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、第１四半期連結会計期間から製品保証引当金の計上基準について変更を行っております。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122百万円増
加、営業利益は同額減少しております。 

５ 平成21年３月末に、建材関連事業を廃止したことに伴い、事業区分が減少しております。また、平成21年６月末に、その
他事業であるアルミニウム事業を廃止いたしました。 

(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

鉄道車両 
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 28,276 374 51 28,702 ― 28,702

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― 8 8 16 (16) ―

計 28,276 382 60 28,718 (16) 28,702

営業利益(△は営業損失) 4,984 314 △ 37 5,261 (647) 4,614
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【所在地別セグメント情報】 

前第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おります。 

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)を適用しております。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おります。 

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おります。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おります。 
  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21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おります。 

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、鉄道車両の収益の計上基準については、従来、引渡基準(在外連結子会社は工事進

行基準)を適用しておりましたが、第１四半期連結会計期間から工事完成基準による収益の計上について

は、検収基準に変更しております。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、売上高は238百万円減少、営業利益は50百万円減少しております。 

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、第１四半期連結会計期間から製品保証引当金の計上基準について変更を行っており

ます。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122百万円増加、営業利益は同額減少しております。 

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

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 23,324 5,377 28,702 ― 28,702

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,065 ― 1,065 (1,065) ―

計 24,389 5,377 29,767 (1,065) 28,702

営業利益 3,978 1,223 5,202 (587) 4,614
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【海外売上高】 

前第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おります。 

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ります。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21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おります。 

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、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ります。 

  

該当事項はありません。 

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

北米 アフリカ アジア 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 5,380 2 16,203 21,586

Ⅱ 連結売上高(百万円) 28,702

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

18.7 0.0 56.5 75.2

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

－ 11 －
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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21年６月末をもちまして、その他事業であ

るアルミニウム事業を廃止いたしました。 

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、次のとおりであり

ます。 

 
(注) １ 前年同四半期比の合計欄は、前連結会計年度をもちまして事業を廃止いたしました建材関連事業を含んだ合

計（24,518百万円）にて計算しております。なお、前第２四半期連結累計期間における当該事業の生産高は

1,455百万円であります。 

     ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

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、次のとおりであり

ます。 

 
(注) １ 前年同四半期比の合計欄は、それぞれ前連結会計年度をもちまして事業を廃止いたしました建材関連事業を

含んだ合計（受注高39,909百万円、受注残高118,908百万円）にて計算しております。なお、前第２四半期

連結累計期間における当該事業の受注高は867百万円、受注残高は203百万円であります。 

   ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

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、次のとおりであり

ます。 

 
(注) １ 前年同四半期比の合計欄は、それぞれ前連結会計年度をもちまして事業を廃止いたしました建材関連事業を

含んだ合計（30,526百万円）にて計算しております。なお、前第２四半期連結累計期間における当該事業の

販売実績は1,375百万円であります。 

   ２ セグメント間の取引については相殺消去しております。 

３ 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ります。 

 
４ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

                                          以上 

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) 前年同四半期比(％)

鉄道車両関連事業 17,839 79.2

その他事業 54 10.0

合計 17,893 73.0

(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)
前年同四半期比

(％)
受注残高(百万円)

前年同四半期比
(％)

鉄道車両関連事業 12,651 32.9 90,433 76.2

その他事業 47 8.9 － －

合計 12,699 31.8 90,433 76.1

(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) 前年同四半期比(％)

鉄道車両関連事業 28,276 100.2

不動産賃貸事業 374 101.5

その他事業 51 9.4

合計 28,702 94.0

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

相手先 販売高(百万円) 割合(％) 相手先 販売高(百万円) 割合(％)

三菱商事株式会社 14,577 47.8 三菱商事株式会社 16,144 56.2

Dallas Area Rapid Transit 
(ダラス高速運輸公社)

3,282 10.8

Dallas Area Rapid Transit
(ダラス高速運輸公社)

4,157 14.5

西日本旅客鉄道株式会社 4,110 14.3
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