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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３四半期連結
累計期間

第126期
第３四半期連結
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
12月31日

自平成20年
10月１日
至平成20年
12月31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） 48,800 14,830 90,184

経常利益又は損失（△）（百万円） △179 △1,348 6,649

四半期（当期）純利益又は純損失（△）（百万円） △929 △1,385 3,017

純資産額（百万円） － 46,329 48,966

総資産額（百万円） － 84,327 95,223

１株当たり純資産額（円） － 668.28 709.79

１株当たり四半期（当期）純利益金額又は純損失金額（△）（円） △14.89 △22.21 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（％） － 49.5 46.5

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
2,702 － 2,143

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△1,230 － △1,853

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△1,922 － △1,724

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（百万円） － 7,094 7,582

従業員数（人） － 3,107 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３四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３四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12月31日現在

従業員数（人） 3,107    

　（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12月31日現在

従業員数（人） 1,335    

　（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３四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 9,130

情報制御事業 10,171

合計 19,301

　（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３四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 12,170 26,076

情報制御事業 8,342 11,266

合計 20,512 37,343

　（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３四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 6,052

情報制御事業 8,777

合計 14,830

　（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。

 

EDINET提出書類

日本信号株式会社(E01769)

四半期報告書

 4/24



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3四半期連結会計期間（平成20年10月1日から平成20年12月31日まで）におきましては、未曾有の金融危機に

端を発する世界景気の後退、急速な円高などの影響により、大幅な減産や人員削減などわが国の経済は極めて深刻

な状況にあります。

　このような状況のもと、当社グループにおきましては「品質第一」の方針のもと、信号・情報制御事業の収益性

向上や、新たな市場開拓に挑戦しているRFIDをはじめとする新規事業、海外鉄道信号における日本仕様の採用・標

準化に向けた取り組みなどに努めてまいりました。

しかしながら、鉄道信号における「新信号システム」関連の受注活動につきましては堅調に推移いたしました

ものの、駅務機器共通IC化の終息に加え、社会情勢の多大な影響を反映して、駐車場事業の冷え込みや、保有有価証

券の価値下落に伴い減損損失のやむなきにいたるなど厳しい状況にあります。

　このような状況のもと、当第3四半期連結会計期間の当社の経営成績といたしましては、受注高は20,512百万円、

売上高は14,830百万円となりました。その一方、損益面につきましては1,348百万円の経常損失、1,385百万円の四

半期純損失となりました。

 

　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］

　当第3四半期連結会計期間の信号事業部門における事業の概況といたしましては、「鉄道信号」では国内鉄道事

業者による安全対策設備投資案件である「新信号システム」の導入に伴う受注が除々に本格化してきており、業

績拡大のため、営業活動に全力で取り組んでまいりました。

　「交通情報システム」では、ここ数年来引き続く設備投資予算の減少傾向の影響を受け、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12,170百万円、売上高は6,052百万円となりました。また、損

益面では439百万円の営業損失となりました。

 

［情報制御事業］

　当第3四半期連結会計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、主として札幌と福岡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、原油価格の高騰は解消されましたものの、自動車利用数に回復

が見られず、駐車場業界における設備投資意欲も依然低調なまま、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8,342百万円となり、売上高につきましては8,777百万円

となりました一方、損益面では113百万円の営業損失となりました。

 

　（２）財政状態の状況

　当第３四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9,178百万円がありま

したものの受取手形及び売掛金の減少18,635百万円などにより10,896百万円減少いたしました。

　負債は、支払手形及び買掛金の減少3,282百万円、また長・短期借入金の減少1,267百万円などにより、前連結会計

年度末に比べ8,259百万円減少いたしました。 

　純資産は、四半期純損失929百万円の発生及び配当金の支払748百万円、評価差額金の減少912百万円等により前連

結会計年度末に比べ、2,636百万円減少いたしました。 

 

　（３）キャッシュ・フローの状況

　　当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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、売上債権の減少、棚卸資産の増加により、2,415百万円の資金の減少とな

りました。
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（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、457百万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、主に短期借入金の増加、中間配当の支払により、2,414百万円の資金の増

加となりました。　  

 

　  　以上の結果、当第３四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7,094百万円となり、第２四半期

連結会計期間末に比べ490百万円減少いたしました。

　（４）研究開発活動

　　　　当第３四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、761百万円であります。

　　　　なお、当第３四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、昭和4年2月の創業以来80年にわたり、株主様・お客様をはじめとするステークホルダーの皆様に支えら

れ、「安全と信頼」の理念のもと、交通の安全性・快適性の向上に貢献してまいりました。しかし、今後90周年、

100周年に向けて成長性を維持し、社会に貢献し続ける企業であるためには、現在のような激変する時代にも対応

できる柔軟性や機動力を身につけなければなりません。そのために当社に必要な変革の方向性を明確にすべく、

平成21年度から平成32年度の12年間の長期経営計画をこのたび策定いたしました。

　本計画は「事業成長」と「品質第一」を2本の柱とし、そのもとで組織体制の見直しと、情報システムを活用し

た情報の一元化を行うことで、経営の意思決定と事業執行のスピードアップを図ります。既存の信号事業と情報

制御事業の収益率を向上させる一方、海外事業と新事業の本格的展開とグループ企業の自立化を推進いたしま

す。

　この長期経営計画によって定めた目標の達成に向け、今後予想される未曾有の厳しい事業環境を乗り越え持続

的に成長していくため、精力的に事業活動を展開してまいります。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

 当第３四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３四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３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年２月12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）

単元株式数

１００株 

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10月１日～　

平成20年12月31日　

　

－ 62,448,052 － 6,846　 － 5,303　

 

（５）【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。
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（６）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成20年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】

 平成20年12月31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 － 単元株式数１００株

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

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12月31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

 （注）平成20年12月31日現在、自己所有名義所有株式数は47,100株であります。

 

 

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 10月 11月 12月

最高（円） 584 686 672 654 643 574 482 580 614

最低（円） 507 574 590 570 551 451 305 421 548

　（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３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平

成20年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31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 6,650 7,581

受取手形及び売掛金 19,006 37,642

有価証券 608 123

製品 3,629 2,154

半製品 1,827 1,350

原材料 2,480 2,390

仕掛品 18,876 11,739

繰延税金資産 2,925 2,851

その他 1,723 556

貸倒引当金 △32 △61

流動資産合計 57,696 66,330

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,241 5,437

土地 5,437 5,360

その他（純額） 2,425 2,640

有形固定資産合計 ※1
 13,105

※1
 13,438

無形固定資産 1,153 1,221

投資その他の資産

投資有価証券 9,879 12,254

繰延税金資産 642 202

その他 1,930 1,842

貸倒引当金 △79 △65

投資その他の資産合計 12,373 14,233

固定資産合計 26,631 28,893

資産合計 84,327 95,223
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 14,276 17,559

短期借入金 3,550 4,200

1年内返済予定の長期借入金 571 617

未払法人税等 367 2,379

賞与引当金 1,512 2,927

役員賞与引当金 100 118

受注損失引当金 392 254

その他 7,784 7,683

流動負債合計 28,554 35,738

固定負債

長期借入金 200 771

長期未払金 138 256

繰延税金負債 147 405

退職給付引当金 8,819 8,884

役員退職慰労引当金 138 200

固定負債合計 9,443 10,518

負債合計 37,997 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 26,894 28,572

自己株式 △22 △22

株主資本合計 39,021 40,699

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,679 3,592

評価・換算差額等合計 2,679 3,592

少数株主持分 4,628 4,674

純資産合計 46,329 48,966

負債純資産合計 84,327 95,223
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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 ※3
 48,800

売上原価 38,111

売上総利益 10,688

販売費及び一般管理費 ※1
 11,146

営業損失（△） △457

営業外収益

受取利息 9

受取配当金 132

生命保険配当金 226

その他 115

営業外収益合計 484

営業外費用

支払利息 38

その他 167

営業外費用合計 206

経常損失（△） △179

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 11

特別利益合計 31

特別損失

固定資産除売却損 41

投資有価証券評価損 819

その他 3

特別損失合計 864

税金等調整前四半期純損失（△） △1,012

法人税等 ※2
 △167

少数株主利益 84

四半期純損失（△） △929
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 ※3
 14,830

売上原価 12,331

売上総利益 2,499

販売費及び一般管理費 ※1
 3,769

営業損失（△） △1,270

営業外収益

受取利息 1

受取配当金 33

その他 31

営業外収益合計 66

営業外費用

支払利息 12

為替差損 124

その他 7

営業外費用合計 145

経常損失（△） △1,348

特別損失

固定資産除売却損 10

投資有価証券評価損 800

その他 △1

特別損失合計 809

税金等調整前四半期純損失（△） △2,158

法人税等 ※2
 △752

少数株主損失（△） △19

四半期純損失（△） △1,385

EDINET提出書類

日本信号株式会社(E01769)

四半期報告書

14/24



（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（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)

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損失（△） △1,012

減価償却費 1,419

固定資産除売却損益（△は益） 39

受取利息及び受取配当金 △142

支払利息 38

売上債権の増減額（△は増加） 18,618

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,268

仕入債務の増減額（△は減少） △3,419

前受金の増減額（△は減少） 697

退職給付引当金の増減額（△は減少） △64

その他 △1,800

小計 5,106

利息及び配当金の受取額 142

利息の支払額 △46

法人税等の支払額 △2,500

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,702

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 △118

定期預金の払戻による収入 77

有形固定資産の取得による支出 △944

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 △6

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 35

その他 △276

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,230

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 △617

短期借入金の純増減額（△は減少） △650

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △748

少数株主への配当金の支払額 △116

その他 209

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,922

現金及び現金同等物に係る換算差額 △37

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △488

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
 7,094

EDINET提出書類

日本信号株式会社(E01769)

四半期報告書

15/24



【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）

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３四半期連結累計期間の売上総利益は33百万円減少し、営業損失、経

常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ33百万円増加しております。

　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）

１．一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。

２．棚卸資産の評価方法 　当第３四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し

前第２四半期連結会計期間末に係る実地棚卸高を基礎として合理的な基準を使用し

て棚卸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）

１．原価差異の繰延処理 　季節的に変動する操業度により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、当第３四半期連結会計期間

末では、当該原価差異を流動負債（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】
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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）

（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３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ43百万円

増加しております。

　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。

 

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

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
（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

20,251  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）

※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 2,813百万円

賞与引当金繰入額 1,017

役員賞与引当金繰入額 100

退職給付費用 238

役員退職慰労引当金繰入額 34

減価償却費 241

試験研究費 1,658

※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ＡＦ

Ｃ」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３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31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 952百万円

賞与引当金繰入額 375

役員賞与引当金繰入額 32

退職給付費用 82

役員退職慰労引当金繰入額 7

減価償却費 83

試験研究費 614

※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ＡＦ

Ｃ」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。　

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

※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12月31日現在）
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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）

 （百万円）

　現金及び預金 6,650

　有価証券 608

　計 7,259

　預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △164

　現金及び現金同等物 7,094

 

 

（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）及び当第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）

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

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

（２）基準日が当第３四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３四半期連結会計期間

末後となるもの　

　　　　　　　記載事項はありません。
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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３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31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 6,052 8,777 14,830 － 14,830

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － （－） －

計 6,052 8,777 14,830 （－） 14,830

営業損失（△） △439 △113 △552 (717) △1,270

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）

 
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 21,588 27,212 48,800 － 48,800

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － （－） －

計 21,588 27,212 48,800 （－） 48,800

営業利益（又は営業損失（△）） 769 955 1,724 (2,182) △457

 （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３四半期連結累計期間の営業損失が、信号事業で

22百万円、情報制御事業で10百万円それぞれ増加しております。

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、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３四半期連

結累計期間の営業損失が、信号事業で36百万円、情報制御事業で7百万円それぞれ増加しております。 

【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）及び当第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）

 当第３四半期連結会計期間及び当第３四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３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）及び当第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）

　 当第３四半期連結会計期間及び当第３四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。

 

（有価証券関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）

　 その他有価証券で時価のあるものが、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計

年度の末日に比べて著しい変動が認められます。

 

 取得原価（百万円）
四半期連結貸借対照表計上額
（百万円）

差額（百万円）

(1）株式 3,925 8,394 4,469 

(2）債券 200 195 △4 

合計 4,125 8,589 4,464

（注）１．有価証券の減損にあたっては、個々の銘柄の時価が取得原価に比べて50％以上下落した場合および３期

連続で時価が取得原価に比べ30％以上50％未満下落した場合に減損処理を行っています。

  　　２．当第３四半期連結累計期間において、その他有価証券で時価のある株式について800百万円の減損処理を

行っています。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

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
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 668.28円 １株当たり純資産額 709.79円

２．１株当たり四半期純損失金額

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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額

（△）
△14.89円

１株当たり四半期純損失金額

（△）
△22.21円

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純損失金額については、１株当たり四半期純損失であり、また潜在株式が存

在しないため、記載しておりません。

２．１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額   

四半期純損失（△）（百万円） △929 △1,385

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損失（（百万円） △929 △1,385

期中平均株式数（千株） 62,401 62,400

 

（重要な後発事象）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31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
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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。

 

EDINET提出書類

日本信号株式会社(E01769)

四半期報告書

23/24



 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年２月10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３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成20年

12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31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12月31日現在の財政状態、同

日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四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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