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1. 平成30年3月期第3四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年12月31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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年3月期第3四半期 45,487 43.2 3,837 ― 3,993 ― 4,281 ―

29年3月期第3四半期 31,754 △0.3 △10,664 ― △10,561 ― △10,570 ―

（注）包括利益 30年3月期第3四半期　　4,523百万円 （―％） 29年3月期第3四半期　　△12,499百万円 （―％）

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

30年3月期第3四半期 622.00 ―

29年3月期第3四半期 △1,535.59 ―

※平成28年10月１日を効力発生日として、普通株式10株を１株とする株式併合を実施したため、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し
て、１株当たり四半期純利益を算定しております。

(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

30年3月期第3四半期 79,662 21,080 26.5 3,062.84

29年3月期 72,648 16,558 22.8 2,405.68

（参考）自己資本 30年3月期第3四半期 21,080百万円 29年3月期 16,558百万円

※平成28年10月１日を効力発生日として、普通株式10株を１株とする株式併合を実施したため、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し
て、１株当たり純資産を算定しております。

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

29年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

30年3月期 ― 0.00 ―

30年3月期（予想） 0.00 0.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 平成30年 3月期の連結業績予想（平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 60,000 31.7 2,000 ― 1,600 ― 3,000 ― 435.86

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間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

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 30年3月期3Q 6,908,359 株 29年3月期 6,908,359 株

② 期末自己株式数 30年3月期3Q 25,637 株 29年3月期 25,296 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期3Q 6,882,929 株 29年3月期3Q 6,883,555 株

※平成28年10月１日を効力発生日として、普通株式10株を１株とする株式併合を実施したため、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮
定して、期中平均株式数を算定しております。

※四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※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。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第３四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454億８千７百万円

(前第３四半期連結累計期間売上高317億５千４百万円)と前年同期に比べ137億３千３百万円の増加となり、営業

利益は38億３千７百万円(前第３四半期連結累計期間営業損失106億６千４百万円)、経常利益は39億９千３百万円

(前第３四半期連結累計期間経常損失105億６千１百万円)、親会社株主に帰属する四半期純利益は42億８千１百万

円(前第３四半期連結累計期間親会社株主に帰属する四半期純損失105億７千万円)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

国内向車両の東京地下鉄株式会社向電車、海外向車両のロサンゼルス郡都市交通局向電車等により、売上

高は448億９千３百万円(前第３四半期連結累計期間売上高311億５千５百万円)となり、営業利益は40億１千

６百万円(前第３四半期連結累計期間営業損失104億円)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５億９千４百万円(前第３四半期連結累計期間売上高５

億９千９百万円)となり、営業利益は５億１千６百万円(前第３四半期連結累計期間営業利益５億１千９百万

円)となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は796億６千２百万円(前連結会計年度末726億４千８百万円)と70億１

千３百万円の増加となりました。流動資産は主に受取手形及び売掛金の増加により、563億２百万円(前連結会計

年度末494億円)と69億２百万円の増加となりました。固定資産は233億６千万円(前連結会計年度末232億４千８百

万円)と１億１千１百万円の増加となりました。

（負債）

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は585億８千１百万円(前連結会計年度末560億９千万円)と24億９千１

百万円の増加となりました。流動負債は主に前受金及び受注損失引当金が減少したものの短期借入金の増加によ

り、426億５千４百万円(前連結会計年度末396億５千万円)と30億４百万円の増加となりました。固定負債は159億

２千７百万円(前連結会計年度末164億４千万円)と５億１千２百万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210億８千万円(前連結会計年度末165億５千８百万円)と45億２千

２百万円の増加となりました。その主な要因は親会社株主に帰属する四半期純利益の計上によるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成30年３月期の通期の連結業績予想につきましては、平成29年５月12日に公表いたしました通期の連結業績

予想から修正しております。詳細につきましては、本日（平成30年２月８日）公表の「業績予想の修正に関する

お知らせ」をご参照ください。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,990 3,990

受取手形及び売掛金 17,374 25,304

仕掛品 23,986 24,451

原材料及び貯蔵品 779 710

その他 3,285 1,862

貸倒引当金 △16 △15

流動資産合計 49,400 56,302

固定資産

有形固定資産 14,430 13,601

無形固定資産 90 69

投資その他の資産

投資有価証券 8,147 9,246

その他 595 457

貸倒引当金 △15 △14

投資その他の資産合計 8,727 9,689

固定資産合計 23,248 23,360

資産合計 72,648 79,662
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 8,485 9,753

短期借入金 5,824 18,251

1年内返済予定の長期借入金 1,091 1,081

未払法人税等 80 53

前受金 5,200 1,318

賞与引当金 258 122

製品保証引当金 758 1,077

受注損失引当金 14,407 8,845

その他 3,543 2,151

流動負債合計 39,650 42,654

固定負債

長期借入金 10,515 9,688

退職給付に係る負債 2,489 2,550

その他 3,434 3,688

固定負債合計 16,440 15,927

負債合計 56,090 58,581

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 3,816 8,097

自己株式 △102 △103

株主資本合計 12,091 16,371

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,254 4,017

繰延ヘッジ損益 130 2

為替換算調整勘定 1,370 921

退職給付に係る調整累計額 △288 △232

その他の包括利益累計額合計 4,466 4,708

純資産合計 16,558 21,080

負債純資産合計 72,648 79,662
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

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)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

売上高 31,754 45,487

売上原価 40,138 39,247

売上総利益又は売上総損失（△） △8,383 6,240

販売費及び一般管理費 2,281 2,402

営業利益又は営業損失（△） △10,664 3,837

営業外収益

受取利息 1 0

受取配当金 125 279

為替差益 265 64

雑収入 33 56

営業外収益合計 425 400

営業外費用

支払利息 108 222

雑支出 213 22

営業外費用合計 322 244

経常利益又は経常損失（△） △10,561 3,993

特別利益

固定資産売却益 - 203

特別利益合計 - 203

税金等調整前四半期純利益
又は税金等調整前四半期純損失（△）

△10,561 4,197

法人税、住民税及び事業税 39 38

法人税等調整額 △31 △122

法人税等合計 8 △84

四半期純利益又は四半期純損失（△） △10,570 4,281

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純利益
又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）

△10,570 4,281
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △10,570 4,281

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 131 762

繰延ヘッジ損益 29 △127

為替換算調整勘定 △2,148 △449

退職給付に係る調整額 58 56

その他の包括利益合計 △1,928 241

四半期包括利益 △12,499 4,523

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △12,499 4,523

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　該当事項はありません。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日)

１ 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

　 （単位：百万円）

報告セグメント

調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２鉄道車両
関連事業

不動産
賃貸事業

計

売上高

外部顧客への売上高 31,155 599 31,754 ― 31,754

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― 0 0 △0 ―

計 31,155 600 31,755 △0 31,754

セグメント利益又は損失(△) △10,400 519 △9,880 △783 △10,664

(注) １ セグメント利益の調整額△783百万円は、各報告セグメントに帰属していない全社費用△783百万円であり、

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 セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

２ 地域に関する情報

売上高

（単位：百万円）

日本 アメリカ 中東・アフリカ アジア 合計

12,170 16,744 425 2,413 31,754

(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) 中東・アフリカ……カタール国、アラブ首長国連邦、エジプト・アラブ共和国

　(2) アジア………………中華人民共和国(香港)
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31日)

１ 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

　 （単位：百万円）

報告セグメント

調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２鉄道車両
関連事業

不動産
賃貸事業

計

売上高

外部顧客への売上高 44,893 594 45,487 ― 45,487

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― 0 0 △0 ―

計 44,893 595 45,488 △0 45,487

セグメント利益 4,016 516 4,532 △694 3,837

(注) １ セグメント利益の調整額△694百万円は、各報告セグメントに帰属していない全社費用△694百万円であり、

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。

２ 地域に関する情報

売上高

（単位：百万円）

日本 アメリカ 中東・アフリカ アジア 合計

11,757 18,413 11,186 4,130 45,487

(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) 中東・アフリカ……カタール国、アラブ首長国連邦、エジプト・アラブ共和国

　(2) アジア………………中華人民共和国(香港)、フィリピン共和国
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３．その他

生産、受注及び販売の状況

①生産実績

当第３四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。

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 44,805 147.2

合計 44,805 147.2

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

②受注実績

当第３四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。

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 18,071 151.7 120,915 79.1

合計 18,071 151.7 120,915 79.1

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

③販売実績

当第３四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。

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 44,893 144.1

不動産賃貸事業 594 99.2

合計 45,487 143.2

(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 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

以上

決算短信（宝印刷） 2018年02月02日 17時11分 9ページ（Tess 1.50(64) 20171211_01）


