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(注) 当四半期における配当予想の修正有無：無 

   平成23年３月期第２四半期末の予想配当金３円は、創業90周年記念配当金です。 

  

 

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無：有 
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(百万円未満切捨て)

1. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日）

 (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 ％

23年３月期第１四半期 12,345 △10.9 1,792 △12.2 1,919 △8.3 1,194 25.9
22年３月期第１四半期 13,859 15.2 2,040 125.4 2,091 114.6 949 134.0

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

23年３月期第１四半期 17. 35 －
22年３月期第１四半期 13. 77 －

 (2) 連結財政状態

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

23年３月期第１四半期 50,001 29,966 59.9 435. 17
22年３月期 57,213 29,062 50.8 422. 03

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 29,966百万円 22年３月期 29,062百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年３月期 － 0. 00 － 5. 00 5. 00

23年３月期 －

23年３月期(予想) 3. 00 － 5. 00 8. 00

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
(％表示は通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 28,000 △2.4 4,500 △2.5 4,500 △1.3 2,700 11.1 39. 21
通期 54,000 △2.4 4,800 △44.0 4,800 △44.3 2,800 △40.9 40. 66



 

 
(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続については実施中であります。

  

・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。なお、業績予想に関する事項は、四半期決算短信（添付資料）３ページ「１．（３）連結業

績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4. その他（詳細は【添付資料】Ｐ．４「２．その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規  －社 (     －)、除外  －社 (     －)

  (注)当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

  (注)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の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

  (注)「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、表示方法等の変更の有無となります。

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 69,083,597株 22年３月期 69,083,597株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 222,636株 22年３月期 220,319株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 68,861,714株 22年３月期１Ｑ 68,908,040株

(※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示)

(※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項)
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当第１四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123億

４千５百万円（前第１四半期連結累計期間売上高138億５千９百万円）と前年同期に比べ15億１千４百

万円（10.9%）の減収となり、営業利益は17億９千２百万円（前第１四半期連結累計期間営業利益20億

４千万円）となりました。また、経常利益は19億１千９百万円（前第１四半期連結累計期間経常利益

20億９千１百万円）となりましたが、四半期純利益は11億９千４百万円（前第１四半期連結累計期間

四半期純利益９億４千９百万円）となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

①鉄道車両関連事業 

国内向車両の東日本旅客鉄道株式会社向Ｅ259系特急型電車や西日本旅客鉄道株式会社向225系

近郊型電車等、海外向車両のダラス高速運輸公社向低床式軽量電車により、売上高は121億６千万

円となり、営業利益は19億７千３百万円となりました。 

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１億８千５百万円となり、営業利益は１億

４千１百万円となりました。 

  

（注）当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準

第17号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日）に準拠しているセグメント情報を開示している

ため、各セグメントの対前年同期との金額比較は記載しておりません。 

  

 資産、負債及び純資産の状況 

(資産) 

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は500億１百万円（前連結会計年度末572億１千３百万円）

と72億１千１百万円の減少となりました。流動資産は主に売掛金の減少等により、363億５千９百万円

（前連結会計年度末431億８千９百万円）と68億３千万円の減少となりました。固定資産は、136億４

千２百万円（前連結会計年度末140億２千３百万円）と３億８千１百万円の減少となりました。 

(負債) 

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は200億３千５百万円（前連結会計年度末281億５千万円）

と81億１千５百万円の減少となりました。流動負債は主に短期借入金や前受金の減少等により、170億

９千１百万円（前連結会計年度末248億４千１百万円）と77億５千万円の減少となりました。固定負債

は29億４千３百万円（前連結会計年度末33億９百万円）と３億６千５百万円の減少となりました。 

(純資産) 

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は299億６千６百万円（前連結会計年度末290億６千２百

万円）と９億３百万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等によるものです。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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
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通期の連結業績予想につきましては、平成22年５月11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22年８月４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。 

  
（第２四半期連結累計期間業績予想） 
平成23年３月期第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日～平成22年９月30日） 

 
  
（通期連結業績予想） 
平成23年３月期通期（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

   

(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 四半期純利益

百万円 百万円 百万円 百万円

前回発表予想（Ａ) 26,000 3,600 3,600 2,200

今回発表予想（Ｂ） 28,000 4,500 4,500 2,700

増減額（Ｂ－Ａ） 2,000 900 900 500

増減率（％） 7.7 25.0 25.0 22.7

（ご参考）前期第２四半期実績 
    （平成22年３月期第２四半期）

28,702 4,614 4,558 2,431

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) 53,000 4,000 4,100 2,400

今回発表予想（Ｂ） 54,000 4,800 4,800 2,800

増減額（Ｂ－Ａ） 1,000 800 700 400

増減率（％） 1.9 20.0 17.1 16.7

（ご参考）前期実績（平成22年３月期） 55,306 8,577 8,619 4,741
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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１四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。 

・たな卸資産の評価方法 

当第１四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、前連結会計年度

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。 

・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及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。 

・資産除去債務に関する会計基準等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成

20年３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平

成20年３月31日)を適用しております。これによる当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は

ありません。 

・表示方法の変更（四半期連結貸借対照表関係） 

前第１四半期連結会計期間において、区分掲記しておりました流動負債の「前受金」は、負債及び

純資産総額の100分の10を下回ったため、当第１四半期連結会計期間において、流動負債の「その

他」に含めて表示しております。なお、当第１四半期連結会計期間の流動負債の「その他」に含まれ

ている「前受金」は4,903百万円であります。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,482 7,959

受取手形及び売掛金 10,159 17,897

仕掛品 14,452 14,580

原材料及び貯蔵品 614 524

その他 2,707 2,261

貸倒引当金 △57 △33

流動資産合計 36,359 43,189

固定資産   

有形固定資産 8,663 8,866

無形固定資産 160 173

投資その他の資産   

投資有価証券 4,157 4,306

その他 721 750

貸倒引当金 △60 △73

投資その他の資産合計 4,818 4,983

固定資産合計 13,642 14,023

資産合計 50,001 57,213

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,673 6,023

短期借入金 － 4,000

未払法人税等 956 1,687

前受金 － 7,600

賞与引当金 246 352

製品保証引当金 972 955

受注損失引当金 620 340

その他 8,622 3,881

流動負債合計 17,091 24,841

固定負債   

退職給付引当金 1,032 1,076

その他 1,910 2,232

固定負債合計 2,943 3,309

負債合計 20,035 28,150
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22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 22,264 21,414

自己株式 △92 △91

株主資本合計 30,549 29,700

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 334 423

繰延ヘッジ損益 15 △24

為替換算調整勘定 △932 △1,036

評価・換算差額等合計 △583 △637

純資産合計 29,966 29,062

負債純資産合計 50,001 57,213
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 13,859 12,345

売上原価 10,957 9,488

売上総利益 2,902 2,856

販売費及び一般管理費 861 1,064

営業利益 2,040 1,792

営業外収益   

受取利息 5 6

受取配当金 37 37

為替差益 － 56

雑収入 72 32

営業外収益合計 115 133

営業外費用   

支払利息 15 4

為替差損 13 －

健康被害補償損 20 －

雑支出 14 1

営業外費用合計 64 6

経常利益 2,091 1,919

特別損失   

過年度製品保証引当金繰入額 556 －

特別損失合計 556 －

税金等調整前四半期純利益 1,535 1,919

法人税、住民税及び事業税 1,235 863

法人税等調整額 △649 △139

法人税等合計 586 724

四半期純利益 949 1,194
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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１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６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 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、「鉄道車両関連事業」について、営業費用は64百万円増加、営業利益は同額減少しております。 
  

【所在地別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６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 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、「日本」について、営業費用は64百万円増加、営業利益は同額減少しております。 
  

【海外売上高】 

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６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。 

(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)

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 13,620 188 51 13,859 ― 13,859

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― 7 8 16 (16) ―

計 13,620 195 60 13,875 (16) 13,859

営業利益(△は営業損失) 2,218 160 △37 2,341 (300) 2,040

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 11,314 2,545 13,859 ― 13,859

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

746 ― 746 (746) ―

計 12,060 2,545 14,606 (746) 13,859

営業利益 1,915 422 2,337 (296) 2,040

北米 アジア 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 2,548 7,745 10,294

Ⅱ 連結売上高(百万円) 13,859

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

18.4 55.9 74.3
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(追加情報) 

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平

成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20

号  平成20年３月21日)を適用しております。 

  

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営会議及び

取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているも

のであります。 

 当社は、本社に車両事業本部を設置する鉄道車両製造専業メーカーであり、ＪＲ向電車、公私鉄向各種

電車、海外向電車、車両保守部品の製造及び販売について、車両事業本部が包括的に戦略を立案し事業を

展開しております。また、このほかに不動産賃貸事業を営んでおります。 

 したがいまして、当社は「鉄道車両関連事業」及び「不動産賃貸事業」の２つを報告セグメントとして

おります。 
  

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

 
(注) １ セグメント利益の調整額△323百万円は、セグメント間取引消去△0百万円及び各報告セグメントに帰属して

いない全社費用△323百万円であり、全社費用は当社本社の管理部門に係る費用であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 
  

３  地域に関する情報 

売上高 

 
(注) １ 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 

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………アラブ首長国連邦、中華人民共和国(香港) 
  

該当事項はありません。 

【セグメント情報】

報告セグメント
調整額 
(注)１ 
(百万円)

四半期連結損益
計算書計上額 

(注)２ 
(百万円)

鉄道車両 
関連事業 
(百万円)

不動産
賃貸事業 
(百万円)

計
(百万円)

売上高

  外部顧客への売上高 12,160 185 12,345 － 12,345

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

－ 0 0 △0 －

計 12,160 185 12,345 △0 12,345

セグメント利益 1,973 141 2,115 △323 1,792

日本(百万円) 北米(百万円) アフリカ(百万円) アジア(百万円) 計(百万円)

6,436 5,610 6 292 12,345

(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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当第１四半期連結累計期間における生産実績をセグメント毎に示すと、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１四半期連結累計期間における受注実績をセグメント毎に示すと、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１四半期連結累計期間における販売実績をセグメント毎に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ セグメント間の取引については相殺消去しております。 

   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 

           あります。 

 
   ３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

                                          以上 

4. 補足情報

生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

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 9,002 －

合計 9,002 －

(2) 受注実績

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 1,984 － 66,117 －

合計 1,984 － 66,117 －

(3) 販売実績

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 12,160 －

不動産賃貸事業 185 －

合計 12,345 －

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間

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 7,736 55.8
Dallas Area Rapid Transit
(ダラス高速運輸公社)

5,069 41.1

西日本旅客鉄道株式会社 2,938 21.2 東日本旅客鉄道株式会社 3,285 26.6

Dallas Area Rapid Transit
(ダラス高速運輸公社)

1,941 14.0 西日本旅客鉄道株式会社 1,697 13.7
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