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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第126期

第２四半期連結
累計期間

第126期
第２四半期連結
会計期間

第125期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
９月30日

自平成20年
７月１日
至平成20年
９月30日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

売上高（百万円） 33,969 23,354 90,184

経常利益（百万円） 1,148 2,652 6,649

四半期（当期）純利益（百万円） 456 1,480 3,017

純資産額（百万円） － 48,008 48,966

総資産額（百万円） － 83,171 95,223

１株当たり純資産額（円） － 693.92 709.79

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 7.32 23.72 48.36

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純

利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） － 52.1 46.5

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
5,117 － 2,143

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△773 － △1,853

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△4,336 － △1,724

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高

（百万円）
－ 7,585 7,582

従業員数（人） － 3,113 3,085

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については

記載しておりせん。

２．売上高には消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については潜在株式が存在しないため、記載しており

ません。
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結会計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありませ

ん。また、主要な関係会社における異動もありません。

 

３【関係会社の状況】

　当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年９月30日現在

従業員数（人） 3,113  

　（注）　従業員数は、他社への出向者を除き、他社からの出向者を含む就業人員であります。

(2）提出会社の状況

　 平成20年９月30日現在

従業員数（人） 1,344  

　（注）　従業員数は、他社への出向者を除き、他社からの出向者を含む就業人員であります。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当第２四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円）

信号事業 11,575

情報制御事業 11,021

合計 22,596

　（注）　上記金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。

(2）受注実績

　当第２四半期連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
受注高 受注残高

金額（百万円） 金額（百万円）

信号事業 14,072 19,959

情報制御事業 7,691 11,702

合計 21,764 31,661

　（注）　上記金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。

(3）販売実績

　当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円）

信号事業 11,751

情報制御事業 11,603

合計 23,354

　（注）　１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．当社グループの主要事業のうち、「鉄道信号」、「交通情報システム」および「駅務自動化装置を中心と

するＡＦＣ」につきましては、主要顧客である国内鉄道各事業者の設備投資や、警察等の公共投資が中心と

なっているため、当社グループの販売実績の比重は期末に高くなる傾向があります。
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２【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。

　

　

３【財政状態及び経営成績の分析】

　

　（１）業績の状況

　当第2四半期連結会計期間（平成20年７月1日から平成20年9月30日まで）における日本経済は、原油・原材料価格

の高騰がようやく落ち着きを見せはじめたものの、サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融不安、深刻

化する株価下落などの懸念材料により、実体経済の先行きについて危機感が一段と増した状況で推移いたしまし

た。

　当社グループを取り巻く経営環境におきましても例外ではなく、これら危機的状況の経営全般に対する影響を最

小限に留めるべく力を尽くしてまいりました。当社グループといたしましては、この激変期にこそ「品質第一」を

旗印として信頼の回復と、永続的な事業の拡大をめざし、着実な原価低減・業務品質向上に取り組むとともに、継続

的な研究開発投資の実行など競争力の強化に注力してまいる所存であります。

　また、事業面におきましては、信号事業において、自動列車停止装置（ＡＴＳ）等の新たな設置基準に基づく「新

信号システム」の整備が全国で展開されております。この大型案件を契機として信号事業が新たな成長基調に入

り、駅務機器共通ＩＣ化一巡後の業績確保を担う局面となっております。

　このような状況のもと、当期間の当社の経営成績といたしましては、受注高は21,764百万円となる一方で、売上高は

23,354百万円となりました。損益面につきましては、経常利益が2,652百万円となり、四半期純利益は1,480百万円とな

りました。

　事業の概況をセグメント別に申しあげますと次のとおりであります。

 

［信号事業］

　当期間の信号事業部門の概況といたしましては、「鉄道信号」では、先にも触れましたとおり、国内の各鉄道事業

者の新信号システム導入に伴う受注活動が次第に本格化してまいりました。本案件は平成23年3月期からの3年間を

ピークとして平成28年3月期まで継続した受注・売上を見込んでおり、今後の信号事業の業績拡大のための営業活

動に取り組んでおります。

　「交通情報システム」では、当社の受注に関連する各地方自治体の設備投資予算が引き続き縮小傾向にある一方

で、それを補う形で国から地方への配分予算が増加傾向になっており、全体としては底入れ感が出始めております。

しかしながら当期につきましては道路特定財源をはじめとして国会における予算審議の紛糾などの影響もあって、

例年以上に受注が下半期にずれ込み依然として厳しい状況で推移してまいりました。

　その結果、信号事業部門といたしましては、受注高は14,072百万円となりましたものの、売上高は11,751百万円とな

り、営業利益は1,914百万円となりました。

 

［情報制御事業］

　当期間の情報制御事業部門における事業の概況といたしましては、「駅務自動化装置を中心とするＡＦＣ」では、

主として北海道における「Kitaca」（ＪＲ北海道様）と「SAPICA」（札幌市交通局様）の相互利用化、九州におけ

る「SUGOCA」（ＪＲ九州様）と「nimoca」（西日本鉄道様）、「はやかけん」（福岡市交通局様）の相互利用化

に向けたシステム構築を推進するなど、地方における駅務機器の共通ＩＣカード化の諸案件に携わってまいりまし

た。

　「駐車場システムを中心とした制御機器」では、ガソリン価格高騰の余波により、駐車場業界における設備投資意

欲に陰りが見られる中、当社グループといたしましては、製品の性能強化やコストダウン、台湾をはじめとした海外

展開に加え、鉄道利用状況に応じて駐車料金を割り引く「パーク＆ライド」といったＡＦＣ・駐車場両事業の成果

とも言える新たなサービス提供を行うなど、多面的な営業活動を重ねてまいりましたものの、当期間は厳しい状況

のうちに終始いたしました。

　その結果、情報制御事業部門といたしましては、受注高は7,691百万円となり、売上高は11,603百万円となりました

が、営業利益につきましては1,213百万円となりました。

　

　（２）財政状態の状況

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ棚卸資産の増加4,816百万円がありま

したものの、受取手形及び売掛金の減少16,075百万円などにより12,052百万円減少いたしました。

　負債は、支払手形及び買掛金の減少3,958百万円、また長・短期借入金の減少3,934百万円などにより、前連結会計

年度末に比べ11,094百万円減少いたしました。

　純資産は、四半期純利益456百万円の発生及び配当金の支払436百万円、評価差額金の減少1,010百万円等により前

連結会計年度末に比べ、957百万円減少いたしました。
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　（３）キャッシュ・フローの状況

　　当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。　

  　　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

  　  営業活動によるキャッシュ・フローは、第２四半期末に売上が集中することにより、売上債権の増加、前受金

の減少等により、3,658百万円の資金の減少となりました。

  　　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

 　　  投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得により、208百万円の資金の減少となりまし

た。

  　　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　   　財務活動によるキャッシュ・フローは、主に関係会社以外からの預り金の増加により、174百万円の資金の増

加となりました。

　　　以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は7,585百万円となり、第１四半期

連結会計期間末に比べ3,701百万円減少いたしました。

　（４）研究開発活動

　当第２四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、623百万円であります。

なお、当第２四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

　

　（５）対処すべき課題

　当社は平成21年2月に創業80周年を迎えますが、昭和4年2月の創業以来、一貫して鉄道信号や道路交通信号を

中心とした交通インフラに携わってまいりました。安全な交通インフラを社会に提供し、快適な現代社会の実

現に貢献することは当社の使命であります。同時に、現代社会においてもはや欠くことのできないこのシステ

ムを皆様に提供し続けるため、今後も当社が存続し続けることも、大きな社会的責務と考えております。

　企業が存続していくためには、株主・顧客ほか多くのステークホルダー各位に当社の価値を認めていただか

ねばなりません。そのため、本業のみならず、全従業員による「普通救命技能」取得活動や「企業の森づくり活

動」への参加など様々なＣＳＲ活動にも取り組んでおります。

　これらの活動を通じて社会に貢献し、ステークホルダー各位に当社の存在価値を認めていただき、今後もとも

に成長して行きたいと考えております。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第２四半期連結会計期間において、重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はありません。また、新たに

確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 200,000,000

計 200,000,000

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年11月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 62,448,052 62,448,052

東京証券取引所

（市場第一部）

大阪証券取引所

（市場第一部）

－

計 62,448,052 62,448,052 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成20年７月１日～　

平成20年９月30日　

　

－ 62,448,052 － 6,846　 － 5,303　
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（５）【大株主の状況】

　 平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

　富国生命保険相互会社 東京都千代田区内幸町二丁目２番２号 5,030 8.05

　日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口）
東京都中央区晴海一丁目８番11号　 2,912 4.66

　株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内一丁目３番３号　 2,400 3.84

　株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号　 2,289 3.67

　日本信号取引先持株会 東京都千代田区丸の内一丁目５番１号 2,177 3.49

　日本マスタートラスト信託銀行株

式会社（信託口）
東京都港区浜松町二丁目11番３号　 1,932 3.09

　あいおい損害保険株式会社 東京都渋谷区恵比寿一丁目28番１号　 1,632 2.61

　日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口４Ｇ）
東京都中央区晴海一丁目８番11号　 1,565 2.51

　みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲一丁目２番１号 1,497 2.40

　第一生命保険相互会社　 東京都千代田区有楽町一丁目13番１号 1,200 1.92

計 － 22,637 36.24

　（注）上記信託銀行の所有株数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 　　2,912千株 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）　　 　　1,932千株

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４Ｇ） 1,565千株  
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － 　－

議決権制限株式（自己株式等） － － 　－

議決権制限株式（その他） －     － 　－

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式株     47,000 － 　－

完全議決権株式（その他） 普通株式   62,370,100 623,701 　－

単元未満株式 普通株式       30,952 － 　－

発行済株式総数 62,448,052 － －

総株主の議決権 － 623,701 －

　（注）「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権10個)含まれてお

ります。

　

②【自己株式等】

　 平成20年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

　日本信号株式会社
東京都千代田区丸の内一

丁目５番１号
47,000 － 47,000 0.08

計 － 47,000 － 47,000 0.08

　

　

　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 584 686 672 654 643 574

最低（円） 507 574 590 570 551 451

　（注）　上記は東京証券取引所市場第一部における株価です。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平

成20年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【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 7,639 7,581

受取手形及び売掛金 21,567 37,642

有価証券 107 123

製品 3,028 2,154

半製品 1,545 1,350

原材料 2,412 2,390

仕掛品 15,466 11,739

繰延税金資産 2,880 2,851

その他 894 556

貸倒引当金 △12 △61

流動資産合計 55,529 66,330

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,314 5,437

土地 5,437 5,360

その他（純額） 2,615 2,640

有形固定資産合計 ※1
 13,367

※1
 13,438

無形固定資産 1,223 1,221

投資その他の資産

投資有価証券 10,537 12,254

繰延税金資産 717 202

その他 1,878 1,842

貸倒引当金 △82 △65

投資その他の資産合計 13,051 14,233

固定資産合計 27,642 28,893

資産合計 83,171 95,223
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 13,600 17,559

短期借入金 575 4,200

1年内返済予定の長期借入金 679 617

未払法人税等 713 2,379

賞与引当金 2,774 2,927

役員賞与引当金 68 118

受注損失引当金 261 254

その他 6,934 7,683

流動負債合計 25,607 35,738

固定負債

長期借入金 400 771

長期未払金 138 256

繰延税金負債 165 405

退職給付引当金 8,708 8,884

役員退職慰労引当金 143 200

固定負債合計 9,555 10,518

負債合計 35,162 46,257

純資産の部

株主資本

資本金 6,846 6,846

資本剰余金 5,303 5,303

利益剰余金 28,592 28,572

自己株式 △22 △22

株主資本合計 40,719 40,699

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,581 3,592

評価・換算差額等合計 2,581 3,592

少数株主持分 4,707 4,674

純資産合計 48,008 48,966

負債純資産合計 83,171 95,223
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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 ※3
 33,969

売上原価 25,780

売上総利益 8,189

販売費及び一般管理費 ※1
 7,397

営業利益 792

営業外収益

受取利息 7

受取配当金 99

生命保険配当金 226

その他 84

営業外収益合計 418

営業外費用

支払利息 26

為替差損 29

その他 5

営業外費用合計 61

経常利益 1,148

特別利益

固定資産売却益 1

投資有価証券売却益 18

貸倒引当金戻入額 31

特別利益合計 51

特別損失

固定資産除売却損 30

投資有価証券評価損 18

その他 5

特別損失合計 54

税金等調整前四半期純利益 1,145

法人税等 ※2
 585

少数株主利益 103

四半期純利益 456

EDINET提出書類

日本信号株式会社(E01769)

四半期報告書

14/24



【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 ※3
 23,354

売上原価 17,161

売上総利益 6,193

販売費及び一般管理費 ※1
 3,762

営業利益 2,430

営業外収益

受取利息 3

受取配当金 6

生命保険配当金 226

その他 56

営業外収益合計 293

営業外費用

支払利息 10

為替差損 58

その他 2

営業外費用合計 71

経常利益 2,652

特別利益

固定資産売却益 0

投資有価証券売却益 18

貸倒引当金戻入額 11

特別利益合計 30

特別損失

固定資産除売却損 20

投資有価証券評価損 18

その他 4

特別損失合計 43

税金等調整前四半期純利益 2,639

法人税等 ※2
 1,067

少数株主利益 92

四半期純利益 1,480
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（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)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,145

減価償却費 907

固定資産除売却損益（△は益） 29

受取利息及び受取配当金 △106

支払利息 26

売上債権の増減額（△は増加） 16,057

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,859

仕入債務の増減額（△は減少） △4,001

前受金の増減額（△は減少） 576

退職給付引当金の増減額（△は減少） △176

その他 △2,260

小計 7,338

利息及び配当金の受取額 106

利息の支払額 △33

法人税等の支払額 △2,293

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,117

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △86

定期預金の払戻による収入 47

有形固定資産の取得による支出 △614

有形固定資産の売却による収入 3

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △4

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 35

その他 △154

投資活動によるキャッシュ・フロー △773

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △308

短期借入金の純増減額（△は減少） △3,625

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △436

少数株主への配当金の支払額 △76

その他 110

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,336

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2

現金及び現金同等物の期首残高 7,582

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 7,585
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【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】

　
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）

１．会計処理基準に関する事

項の変更

重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

　たな卸資産

　通常の販売目的で保有するたな卸資産に

ついては、「棚卸資産の評価に関する会計

基準」（企業会計基準第９号　平成18年７

月５日）を第１四半期連結会計期間から適

用し、評価基準については原価法から原価

法（収益性の低下による簿価切下げの方

法）に変更しております。

　これにより、当第２四半期連結累計期間の

売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等

調整前四半期純利益は、それぞれ35百万円

減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、該

当箇所に記載しております。

【簡便な会計処理】

　
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）

１．一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

会計年度決算において算定した貸倒実績率

を使用して一般債権の貸倒見積高を算定し

ております。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　
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）

１．原価差異の繰延処理 　季節的に変動する操業度に発生した原価

差異は、原価計算期間末（年度末又は第２

四半期連結会計期間末）までにほぼ解消が

見込まれるため、第１、３四半期連結会計期

間末では、当該原価差異を流動資産（その

他）として繰り延べております。

２．税金費用の計算 　法定実効税率をベースとした年間予測税

率により計算しております。

　なお、法人税等調整額は法人税等に含めて

表示しております。
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【追加情報】

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）

（有形固定資産の耐用年数の変更）

　法人税法の改正に伴い、当社及び連結子会社は当第１

四半期連結会計期間より、機械装置の耐用年数の見直し

を行った結果、耐用年数を短縮しております。

　これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経

常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ28百

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、該当箇所に記載

しております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

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
（平成20年３月31日）

※１　有形固定資産から控除した減価償却累計額は19,961

百万円であります。　

※１　有形固定資産から控除した減価償却累計額は19,808

百万円であります。

（四半期連結損益計算書関係）

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）

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次の

とおりであります。

　　給料及び手当金　　　　　　　  1,861 百万円 

　　賞与引当金繰入額　　　　  　　　642　  

　　役員賞与引当金繰入額　    　　　 68　 　

　　退職給付費用　　　         　   155

　　役員退職慰労引当金繰入額         26　 　 

　　減価償却費　　　　　　　　 　   158

　　試験研究費　　　　　　　　　  1,044

※２　税金費用につきましては、法定実効税率をベースとし

た年間予測税率により計算しており、法人税等調整額

を法人税等に含めて表示しております。

※３　当社グループの主要事業のうち、「鉄道信号」、「交

通情報システム」および「駅務自動化装置を中心とす

るＡＦＣ」につきましては、主要顧客である国内鉄道

各事業者の設備投資や、警察等の公共投資が中心と

なっているため、当社グループの売上高の比重は期末

に高くなる傾向があります。　

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次の

とおりであります。

　　給料及び手当金　　　　　       868  百万円 

　　賞与引当金繰入額　　 　　      313

　　役員賞与引当金繰入額　 　　     34 　

　　退職給付費用　　　              82

　　役員退職慰労引当金繰入額     　 10 　 

　　減価償却費　　　　　　　　 　   84

　　試験研究費　　　　　　　　　   596

※２　税金費用につきましては、法定実効税率をベースとし

た年間予測税率により計算しており、法人税等調整額

を法人税等に含めて表示しております。

※３　当社グループの主要事業のうち、「鉄道信号」、「交

通情報システム」および「駅務自動化装置を中心とす

るＡＦＣ」につきましては、主要顧客である国内鉄道

各事業者の設備投資や、警察等の公共投資が中心と

なっているため、当社グループの売上高の比重は期末

に高くなる傾向があります。　
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

　

（平成20年９月30日現在）

　 （百万円）

　現金及び預金 7,639

　有価証券 107

　計 7,747

　預入期間が３ヶ月を超える定期

預金
△162

　現金及び現金同等物 7,585

（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）及び当第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）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　62,448千株

　

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　47千株

　

３．新株予約権等に関する事項

　記載事項はありません。

　

４．配当に関する事項

（１）配当金支払額

　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年６月25日

定時株主総会
普通株式 436 7.00 平成20年３月31日 平成20年６月26日 　利益剰余金

（２）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が第２四半期連結会計期間

末後となるもの　

　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年11月11日

取締役会
普通株式 312 5.00 平成20年９月30日 平成20年12月5日 　利益剰余金
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）

 
信号事業
（百万円）

情報制御事業
（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 11,751 11,603 23,354 － 23,354

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － (－) －

計 11,751 11,603 23,354 (－) 23,354

営業利益 1,914 1,213 3,127 (△697) 2,430

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）

 
信号事業
（百万円）

情報制御事業
（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 15,535 18,434 33,969 － 33,969

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － (－) －

計 15,535 18,434 33,969 (－) 33,969

営業利益 1,188 1,069 2,257 (△1,465) 792

　　　（注）１　事業区分は売上集計区分によっております。

　　２　各事業の主要な製品

　　(1）信号事業　　　　鉄道信号保安設備機器、交通情報システム信号機器

　　(2）情報制御事業　　ＡＦＣ機器、制御機器

　　３　会計処理の方法の変更

　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

「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」に記載のとおり、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」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適用して

おります。この変更に伴い、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営業利益が、信

号事業で21百万円、情報制御事業で13百万円それぞれ減少しております。

 ４　追加情報

　（有形固定資産の耐用年数の変更）

 「追加情報」に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より法人税法の改正に伴い、当社及び連結子会社

は、機械装置の耐用年数を短縮しております。この変更に伴い、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営業利益が、信号事業で20百万円、情報制御事業で8百万円それぞれ減少しております。

【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）及び当第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）

 当第２四半期連結会計期間及び当第２四半期連結累計期間については、本邦以外の国又は地域に所在する連結

子会社及び重要な支店がないため、所在地別セグメント情報は該当事項がありません。
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【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）及び当第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）

　　当第２四半期連結会計期間及び当第２四半期連結累計期間については、海外売上高が、連結売上高の10％未満

のため、海外売上高の記載を省略しております。

　

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

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
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 693.92円 １株当たり純資産額 709.79円

２．１株当たり四半期純利益金額

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）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 7.32円 １株当たり四半期純利益金額 23.72円

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

　２．１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
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）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益（百万円） 456 1,480

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 456 1,480

期中平均株式数（千株） 62,401 62,401

（重要な後発事象）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

　該当事項はありません。

　

　

　

　

２【その他】

　平成20年11月11日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

（イ）中間配当による配当金の総額・・・・・・・・312（百万円）

（ロ）１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・5円00銭　

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日　・・・平成20年12月5日

（注）平成20年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払を行います。　
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年11月14日

日本信号株式会社

取締役会　御中

あずさ監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 原田　　一　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 星長　徹也　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本信号株式会社の

平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年

９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本信号株式会社及び連結子会社の平成20年９月30日現在の財政状態、同

日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）　１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が四半期連

結財務諸表に添付する形で別途保管しております。

　　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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