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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127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127期
第２四半期連結
会計期間

第126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21年
４月１日
至平成21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21年
７月１日
至平成21年
９月30日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

売上高（百万円） 33,969 32,309 23,354 18,599 86,766

経常利益（百万円） 1,148 760 2,652 1,161 5,870

四半期（当期）純利益（百万円） 456 184 1,480 548 2,500

純資産額（百万円） － － 48,008 50,528 49,476

総資産額（百万円） － － 83,171 83,430 91,691

１株当たり純資産額（円） － － 693.92 732.99 715.92

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
7.32 2.95 23.72 8.79 40.07

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 54.8 48.7

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
5,117 9,273 － － 4,609

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△773 △606 － － △1,766

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△4,336 △5,505 － － △834

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
－ － 7,585 12,688 9,563

従業員数（人） － － 3,113 3,120 3,088

（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21年９月30日現在

従業員数（人） 3,120    

　（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21年９月30日現在

従業員数（人） 1,328    

　（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） 前年同四半期比（%）　

交通運輸インフラ事業 11,887 2.7

ＩＣＴソリューション事業 8,973 △18.6

合計 20,860 △7.7

　（注）１．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．事業区分の方法については、「信号事業」を「交通運輸インフラ事業」、「情報制御事業」を「ＩＣＴソリュー

ション事業」に事業名称を変更いたしました。なお、各区分に属する主要な製品につきましては変更ござい

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）
前年同四半期比
（％）　

金額（百万円）
前年同四半期比
（％）　

交通運輸インフラ事業 14,912 6.0 26,964 35.1

ＩＣＴソリューション事業 11,026 43.4 10,838 △7.4

合計 25,938 19.2 37,802 19.4

　（注）１．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．事業区分の方法については、「信号事業」を「交通運輸インフラ事業」、「情報制御事業」を「ＩＣＴソリュー

ション事業」に事業名称を変更いたしました。なお、各区分に属する主要な製品につきましては変更ござい

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） 前年同四半期比（%）

交通運輸インフラ事業 10,038 △14.6

ＩＣＴソリューション事業 8,561 △26.2

合計 18,599 △20.4

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 　　　 ２．事業区分の方法については、「信号事業」を「交通運輸インフラ事業」、「情報制御事業」を「ＩＣＴソリュー

ション事業」に事業名称を変更いたしました。なお、各区分に属する主要な製品につきましては変更ござい

ません。 

　　　　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Ａ

ＦＣ」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第４四半期に高くなる傾向があります。

２【事業等のリスク】

　当第２四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

３【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。 
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）業績の状況

　当第2四半期連結会計期間（平成21年7月1日から平成21年9月30日まで）における日本経済は、政府主導の経済対　

策の効果や対外経済環境の回復により、景気の最悪期からは緩やかに回復を始めたものの、雇用環境の悪化や国際

的な景気の下振れ懸念などの要素から、未だ先行き不透明な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は、平成18年7月1日施行の改正国土交通省令に基づくＡＴＳ等の

各種信号保安装置の整備案件である「新信号システム」により鉄道信号事業が業績を順調に伸ばしております。そ

の結果、鉄道信号事業が、駅務機器の共通ＩＣ化が一巡したＡＦＣ事業や、市場成長の急激な減速の影響を受けてい

る駐車場システム事業などの他事業をフォローしていく展開となっておりますものの、昨今の経済情勢による業績

悪化懸念から各事業者の設備更新見送りの影響や保有する有価証券の価額下落の影響などが現れ始め、大変厳しい

情勢となっております。

　その結果、当期間の当社の経営成績といたしましては、受注高は25,938百万円と前年同期比19.2％の増加となりま

したが、売上高につきましては18,599百万円と前年同期比で20.4％の減少となりました。損益面につきましては、経

常利益が1,161百万円と前年同期比56.2％の減少となり、四半期純利益は548百万円と前年同期比で62.9％の減少と

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。

　

［交通運輸インフラ事業］

　当期間の交通運輸インフラ事業部門の概況といたしましては、「鉄道信号」では、先に触れました「新信号システ

ム」案件対応を中心とした営業活動を展開いたしました。また、海外での取組みにおいても、北京地下鉄15号線の入

札案件において無線式の信号保安装置を落札するなど積極的な活動を展開し、全体として厳しいながらも堅調に推

移いたしました。「交通情報システム」では、公共投資の縮減傾向に底入れ感は出てきたものの、生き残りを賭けた

競争が一層激化する事業環境が続いております。これに対し、当社は全国に整備が進展しているＬＥＤ灯器のコス

トリダクションに取り組んだほか、道路管理者市場をはじめとする新規市場への参入などに注力してまいりまし

た。

　その結果、交通運輸インフラ事業部門といたしましては、受注高は14,912百万円と前年同期比6.0％の増加となり

ましたものの、売上高は10,038百万円と前年同期比14.6％の減少となり、営業利益は1,122百万円と前年同期比

41.4％の減少となりました。

［ＩＣＴソリューション事業］

　当期間のＩＣＴソリューション事業部門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、

駅務機器の共通ＩＣカード対応が地方も含めて一巡したことから厳しい展開となりましたが、ＩＣカードを利用し

た各種サービスの開発・提案、そして新製品開発に積極的に取り組んでまいりました。また、当社が特に営業活動に

注力してまいりましたホームゲートに関しましては、9月に都営地下鉄大江戸線の案件において当社初となる受注

に成功し、ホームゲート事業を本格展開していくための橋頭堡を構築いたしました。

　「駐車場システムを中心とする制御機器」では、昨年来の世界的な不況の余波から駐車場機器市場が縮小し事業

環境が厳しい方向へ変容するなか、当社グループといたしましては、技術面、デザイン面、コスト面における製品改

良および新製品開発に取り組んだほか、エコ活動として社会に広がりを見せる「パーク＆ライド」サービスの提供

などにも携わってまいりました。

　その結果、ＩＣＴソリューション事業部門といたしましては、受注高は11,026百万円と前年同期比43.4％の増加と

なりましたが、売上高は8,561百万円と前年同期比26.2％の減少となり、営業利益は706百万円と前年同期比41.8％

の減少となりました。

　

（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現金及び預金の増加1,255百万円、棚卸

資産の増加4,333百万円がありましたものの、受取手形及び売掛金の減少16,960百万円などにより8,260百万円減少

いたしました。

　負債は、支払手形及び買掛金の減少2,879百万円、また長・短期借入金の減少5,071百万円などにより、前連結会計

年度末に比べ9,312百万円減少いたしました。

　純資産は、配当金の支払436百万円がありましたものの、当第２四半期純利益184百万円の発生及び評価差額金の増

加1,317百万円等により前連結会計年度末に比べ、1,051百万円増加いたしました。
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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、仕入債務の増加等がありましたものの、売上債権の増加や棚卸資産の増加

により、532百万円の資金の減少（前年同期は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、364百万円の資金の減少（前年同期は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、48百万円の資金の増加（前

年同期は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12,688百万円となり、第１四半期

連結会計期間末に比べ884百万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、766百万円であります。

　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

　当第２四半期連結会計期間において当社グループが対処すべき課題は以下のとおりであります。

　当社グループは、ステークホルダーの皆様からのご信頼に応えるため、サスティナブル(持続可能)な成長企業を目

指し、企業価値の一層の向上に努めてまいります。

　その具体的な施策として、今期より長期経営計画「Vision-2020 3E」をスタートさせました。本計画に基づき、国

内既存事業を中心に海外市場への展開を強化し、新規事業の基盤を確立する「事業成長」への取り組みと、意思決

定の迅速化や管理精度の向上などの構造改革により実現する「品質第一」への取り組みを2本の柱として推進して

おり、中長期的な視点で人材、設備、開発への重点投資を実施・推進してまいります。

　昨今の経済情勢は厳しさを増しており予断を許さない状況ですが、当社グループは、激変する経営環境の変化に対

応するため、更なる変革の推進と安定した経営基盤の構築に努め、今後も「安全と信頼」の技術を通じて社会に貢

献していくために、より積極的な事業活動を展開してまいりたいと存じます。

 

EDINET提出書類

日本信号株式会社(E01769)

四半期報告書

 6/28



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21年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年11月11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21年７月１日～　

平成21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21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　 4,554 7.29

  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　 3,344 5.35

　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

　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 2,311 3.70

　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 3.66

　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

  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 2.39

　日本信号グループ社員持株会 東京都千代田区丸の内一丁目５番１号 1,306 2.09

　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 1,201 1.92

計 － 25,565 40.94

　（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。

　　　　　　日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）　　 　　4,554千株

　　　　　　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 　　3,344千株 
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成21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  　   47,700 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 　62,371,400 623,714 －

単元未満株式 普通株式       28,952 － －

発行済株式総数            62,448,052 － －

総株主の議決権 － 623,714 －

　（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21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
47,700－ 47,700 0.07

計 － 47,700－ 47,700 0.07

 

　

　

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21年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 659 750 819 907 976 965

最低（円） 547 590 726 732 844 857

　（注）　上記は東京証券取引所市場第一部における株価であります。
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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の役職の異動は次のとおりであります。

 役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

取締役

（専務執行役員）

社長補佐、2020推進

企画部・ＣＳＲ人

材統括部、経理、支

社・支店担当

取締役

（専務執行役員）

　

総務・人事・経理

担当
長澤　孝人 平成21年７月１日

取締役

（専務執行役員）

　

交通運輸インフ

ラ事業、同事業所

担当

取締役

（専務執行役員）

　

信号事業推進部、

鉄道信号・交通

情報システム事

業、同事業所担当

大橋　成行 平成21年７月１日

取締役

（常務執行役員）

　

ものづくり統括

部・ビジョナ

リービジネスセ

ンター、技術・生

産担当、ものづく

り統括部長

取締役

（常務執行役員）

　

ビジョナリービ

ジネスセンター

・品質管理・生

産技術、技術・生

産担当

斉藤　安雄 平成21年７月１日

取締役

（常務執行役員）

　

労務、業務推進部

担当

取締役

（常務執行役員）

　

経営企画・業務

監査・支社・支

店担当

小栗　仁 平成21年７月１日

　

（注）当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務

執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は16名で構成され、次のとおりであります。

※は取締役兼務者であります。

役名 氏名 職名
※ 最高執行責任者 降旗　洋平  
※ 専務執行役員 長澤　孝人  社長補佐、2020推進企画部・ＣＳＲ人材統括部、経理、支社・支店担当
※ 専務執行役員 大橋　成行  交通運輸インフラ事業、同事業所担当
  常務執行役員 柏倉　光行  ＩＣＴソリューション事業、同事業所担当

  常務執行役員 川田　省二
 研究開発センター・経営情報システム（ＥＲＰ）担当、研究開発セン
ター長

※ 常務執行役員 斉藤　安雄
 ものづくり統括部・ビジョナリービジネスセンター、技術・生産担当、
ものづくり統括部長

※ 常務執行役員 小栗　仁  労務、業務推進部担当
 執行役員 堀内　尚寿  大阪支社長
 執行役員 塚原　資恵  情報システム事業部長
 執行役員 塚本　英彦  国際事業部担当、ＡＦＣ事業部長、ビジョナリービジネスセンター長
 執行役員 折原　茂  鉄道信号事業部長
 執行役員 大賀　仁史  ＣＳＲ・人材統括部長
 執行役員 東　義則  宇都宮事業所長
 執行役員 徳渕　良孝  ２０２０推進企画部長
 執行役員 高野　利男  久喜事業所長
 執行役員 伊藤　富雄  交通情報システム事業部長
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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。

　なお、前第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）及び前第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）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２四半期連結

会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から

平成21年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則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、前第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）及び前第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

期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半

期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21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 10,907 9,651

受取手形及び売掛金 19,097 36,058

有価証券 2,002 109

商品及び製品 4,803 3,761

仕掛品 13,741 10,495

原材料及び貯蔵品 2,375 2,330

繰延税金資産 2,830 2,775

その他 607 448

貸倒引当金 △67 △93

流動資産合計 56,298 65,538

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,055 5,168

土地 5,437 5,437

その他（純額） 2,237 2,302

有形固定資産合計 ※1
 12,730

※1
 12,909

無形固定資産 1,133 1,166

投資その他の資産

投資有価証券 11,102 9,083

繰延税金資産 333 1,139

その他 1,923 1,954

貸倒引当金 △91 △99

投資その他の資産合計 13,268 12,077

固定資産合計 27,132 26,152

資産合計 83,430 91,691
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 13,343 16,223

短期借入金 － 4,700

1年内返済予定の長期借入金 400 771

未払法人税等 418 2,086

賞与引当金 2,579 2,703

役員賞与引当金 50 114

受注損失引当金 282 186

その他 6,698 6,132

流動負債合計 23,772 32,916

固定負債

長期未払金 138 138

繰延税金負債 276 193

退職給付引当金 8,574 8,800

役員退職慰労引当金 124 147

その他 15 18

固定負債合計 9,129 9,297

負債合計 32,902 42,214

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 30,071 30,324

自己株式 △23 △22

株主資本合計 42,198 42,451

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 3,540 2,222

評価・換算差額等合計 3,540 2,222

少数株主持分 4,789 4,802

純資産合計 50,528 49,476

負債純資産合計 83,430 91,691

EDINET提出書類

日本信号株式会社(E01769)

四半期報告書

14/28



（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 ※3
 33,969

※3
 32,309

売上原価 25,780 24,604

売上総利益 8,189 7,704

販売費及び一般管理費 ※1
 7,397

※1
 7,208

営業利益 792 496

営業外収益

受取利息 7 5

受取配当金 99 96

生命保険配当金 226 217

その他 84 30

営業外収益合計 418 349

営業外費用

支払利息 26 19

為替差損 29 63

その他 5 1

営業外費用合計 61 84

経常利益 1,148 760

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 26

特別利益合計 51 26

特別損失

固定資産除売却損 30 10

投資有価証券評価損 18 202

その他 5 －

特別損失合計 54 212

税金等調整前四半期純利益 1,145 574

法人税等 ※2
 585

※2
 367

少数株主利益 103 22

四半期純利益 456 184
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第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)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 ※3
 23,354

※3
 18,599

売上原価 17,161 13,815

売上総利益 6,193 4,783

販売費及び一般管理費 ※1
 3,762

※1
 3,667

営業利益 2,430 1,115

営業外収益

受取利息 3 2

受取配当金 6 3

生命保険配当金 226 85

その他 56 14

営業外収益合計 293 105

営業外費用

支払利息 10 5

為替差損 58 52

その他 2 1

営業外費用合計 71 59

経常利益 2,652 1,161

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 6

投資有価証券評価損 18 193

その他 4 －

特別損失合計 43 200

税金等調整前四半期純利益 2,639 961

法人税等 ※2
 1,067

※2
 388

少数株主利益 92 24

四半期純利益 1,480 548
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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）

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)

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 1,145 574

減価償却費 907 838

固定資産除売却損益（△は益） 29 10

受取利息及び受取配当金 △106 △101

支払利息 26 19

売上債権の増減額（△は増加） 16,057 16,960

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,859 △4,371

仕入債務の増減額（△は減少） △4,001 △2,903

前受金の増減額（△は減少） 576 914

退職給付引当金の増減額（△は減少） △176 △226

その他 △2,260 △481

小計 7,338 11,232

利息及び配当金の受取額 106 101

利息の支払額 △33 △24

法人税等の支払額 △2,293 △2,036

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,117 9,273

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 △86

定期預金の払戻による収入 47 62

有形固定資産の取得による支出 △614 △384

有形固定資産の売却による収入 3 0

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △4 △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 △154 △192

投資活動によるキャッシュ・フロー △773 △606

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 △371

短期借入金の純増減額（△は減少） △3,625 △4,700

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △436 △436

少数株主への配当金の支払額 △76 △45

その他 110 47

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,336 △5,505

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5 △36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2 3,124

現金及び現金同等物の期首残高 7,582 9,563

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 7,585

※1
 12,688
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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21年４月１日
至　平成21年９月30日）

１．会計処理基準に関する事項の変更 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更

　　請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用して

おりましたが、「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）及び「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工事原価総額を工程ごとに

割り振り、工程毎の見積工事原価と見積工事原価総額の割合をもって工事

進捗度とする方法）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。

　　これにより、売上高は3,071百万円増加し、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912百万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、当該箇所に記載しております。

【簡便な会計処理】

　該当事項はありません。

【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21年４月１日
至　平成21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または流動負債（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。

【追加情報】

　
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）

　
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）

（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21年９月30日）

前連結会計年度末
（平成21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

      20,958百万円であります。　

※１　有形固定資産から控除した減価償却累計額は

　　20,578百万円であります。

（四半期連結損益計算書関係）

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）

※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。

※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 　

給料及び手当金 1,873 百万円

賞与引当金繰入額 618 　

役員賞与引当金繰入額 82 　

退職給付費用 163 　

役員退職慰労引当金繰入額 19 　

減価償却費 131 　

試験研究費 1,143 　

※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。

※２　　　　　　　　同　　　左

※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。　

※３　　　　　　　　同　　　左　

前第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）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21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。

※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 　

給料及び手当金 903 百万円

賞与引当金繰入額 298 　

役員賞与引当金繰入額 54 　

退職給付費用 81 　

役員退職慰労引当金繰入額 9 　

減価償却費 65 　

試験研究費 628 　

※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。

※２　　　　　　　　同　　　左

※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。　

※３　　　　　　　　同　　　左
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

※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

※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） （平成21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

　

 （百万円）

　現金及び預金 10,907

　有価証券 2,002

　計 12,910

　預入期間が３ヶ月を超える定期

預金
△222

　現金及び現金同等物 12,688

　

（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）及び当第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）

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21年６月24日

定時株主総会
普通株式 436 7.00平成21年３月31日平成21年６月25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当第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21年11月10日

取締役会
普通株式 312 5.00平成21年９月30日平成21年12月４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】

前第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２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日　至平成21年９月30日）

 
交通運輸　　イ
ンフラ事業
（百万円）

ＩＣＴソ
リューション
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 10,038 8,561 18,599 － 18,599

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － (－) －

計 10,038 8,561 18,599 (－) 18,599

営業利益 1,122 706 1,828 (713) 1,115
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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）

 
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

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）

 
交通運輸　　イ
ンフラ事業
（百万円）

ＩＣＴソ
リューション
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 18,238 14,071 32,309 － 32,309

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － (－) －

計 18,238 14,071 32,309 (－) 32,309

営業利益 1,737 243 1,981 (1,485) 496

　　（注） １　事業区分は売上集計区分によっております。

　　２　事業区分の変更

　事業区分の方法については、「信号事業」を「交通運輸インフラ事業」、「情報制御事業」を「ＩＣＴソ

リューション事業」に事業名称を変更いたしました。なお、各区分に属する主要な製品につきましては変

更ございません。 

　　　　　 ３　各事業の主要な製品

　 　(1）交通運輸インフラ事業（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）ＩＣＴソリューション事業（情報制御事業）ＡＦＣ機器、制御機器

　 ４　会計処理の方法の変更

　　 　前第２四半期連結累計期間

　　　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　　　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、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。

 　　　当第２四半期連結累計期間

　　　（完成工事高及び完成工事原価の計上基準）

　　　「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」に記載のとおり、第１四半期連結会計期間よ

り「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）及び「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、売上高が、交通運輸インフラ事業で1,652百万円、ＩＣＴソ

リューション事業で1,418百万円それぞれ増加しております。また、営業利益が、交通運輸インフラ事業で

461百万円、ＩＣＴソリューション事業で450百万円それぞれ増加しております。

５　追加情報

　　前第２四半期連結累計期間

　　（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。
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【所在地別セグメント情報】

前第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）

 　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。

当第２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日　至平成21年９月30日）及び当第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）

 　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。

　

【海外売上高】

前第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。

 

当第２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日　至平成21年９月30日）及び当第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）

　　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。
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（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21年９月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 732.99円 １株当たり純資産額 715.92円

２．１株当たり四半期純利益金額

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）

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 2.95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。

 
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）

１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益（百万円） 456 184

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） 456 184

期中平均株式数（千株） 62,401 62,400

前第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）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 23.72円 １株当たり四半期純利益金額 8.79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。

 
前第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）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21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） 1,480 548

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） 1,480 548

期中平均株式数（千株） 62,401 62,400
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（重要な後発事象）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

　該当事項はありません。

 

 

 

 

２【その他】

　平成21年11月10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21年12月４日

（注）平成21年９月30日現在の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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年11月11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21年４月１日から平成22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21年７月１日から平成21年

９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21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21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。

　追記情報

　「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」に記載されているとおり、会社は第１四半期連結会

計期間より「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）及び「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）を適用している。

　

　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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