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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127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127期
第３四半期連結
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
12月31日

自平成21年
４月１日
至平成21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21年
10月１日
至平成21年
12月31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） 48,800 48,609 14,830 16,300    86,766

経常利益又は損失（△）

（百万円）
△179 1,256 △1,348 495     5,870

四半期（当期）純利益又は純損失

（△）（百万円）
△929 373 △1,385 188     2,500

純資産額（百万円） － － 46,329 50,294    49,476

総資産額（百万円） － － 84,327 83,589   91,691

１株当たり純資産額（円） － － 668.28   727.17    715.92

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    5.98 △22.21    3.03     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（％） － － 49.5 54.3     48.7

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
2,702 6,307 － －     4,609

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△1,230 △1,376 － －    △1,766

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△1,922 △6,088 － －   △834

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
－ － 7,094     8,499    9,563

従業員数（人） － － 3,107     3,099   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】

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、連結子会社12社、持分法非適用会社８社（非連結子会社６　社、

関連会社２社）で構成され、鉄道信号、交通情報システム、ＡＦＣ、制御機器等の製造および販売とこれらに付帯する

事業活動を展開しております。

　当社グループの事業に係わる位置づけ、および事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりであります。

鉄道信号　　　　：当社が製造販売するほか、連結子会社日信電設㈱、非連結子会社日信テクノサービス㈱が関連工事

の設計施工等を行っており、製品および部品の一部については、連結子会社日信工業㈱、栃木日

信㈱、山形日信電子㈱から仕入れております。

当社が製造販売した電気・電子機器製品の台湾における保守、工事等を非連結子会社日亞信號

股?有限公司で行っております。

交通情報システム：当社が製造販売しており、製品および部品の一部については、連結子会社日信工業㈱から仕入

れております。

ＡＦＣ　　　　　：当社が製造販売しております。

制御機器　　　　：当社が製造販売しており、製品および部品の一部については、連結子会社日信工業㈱、山形日信電子

㈱、日信特器㈱、関連会社朝日電気㈱から仕入れております。

その他　　　　　：当社の製造販売した電気・電子機器製品の保守については、連結子会社日信電子サービス㈱、福岡日

信電子㈱、札幌日信電子㈱、三重日信電子㈱、仙台日信電子㈱で、ソフトウエアの開発について

は、連結子会社日信ソフトエンジニアリング㈱で行っております。損害保険代理店業務等を非

連結子会社日信興産㈱で、技術関係資料の編集等を非連結子会社日信キャリアサービス㈱で

行っております。通信回線を利用した各種情報資料の収集・提供サービスを連結子会社アイポ

スネット㈱で行っております。電気・電子機器の設計等を非連結子会社サーキットテクノロ

ジー㈱で行っており、駅務機器の保守、工事等を関連会社横浜テクノエンジニアリングサービ

ス㈱で行っております。また、当社が製造した電気・電子機器製品の中国における販売を非連

結子会社北京日信安通貿易有限公司で行っております。

　（注）１．ＡＦＣはAutomatic Fare Collection Systemsの略称です。

２．連結子会社日信電子サービス㈱は、東京証券取引所市場第二部に上場しております。
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事業の系統図は次のとおりであります。　

＊１．連結子会社

＊２．非連結子会社で持分法非適用会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊３．関連会社で持分法非適用会社　　
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３【関係会社の状況】

　

　当第３四半期連結会計期間において、以下の会社を非連結子会社で持分法非適用会社から連結子会社に変更いたし

ました。

　

名称 住所
資本金又
は出資金
（百万円）

主要な事業の内容
議決権の
所有割合
（％）

関係内容

アイポスネット㈱ さいたま市中央区 300
ＩＣＴソリュー

ション事業

51.80

(51.80)　

駐車場管理業務

役員の兼任・・・１人　

　

　

（注）１．「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

　　　２．「議決権の所有割合」欄の括弧内は内書で間接所有であります。

　　

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成21年12月31日現在

従業員数（人） 3,099  

　（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12月31日現在

従業員数（人） 1,307   

　（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） 前年同四半期比(%)

交通運輸インフラ事業   11,615    27.2

ＩＣＴソリューション事業    7,271     △28.5

合計    18,887    △2.1

　（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）
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 11,627 △4.5 29,188 11.9

ＩＣＴソリューション事業 7,675 △8.0 11,616 3.1

合計 19,302 △5.9 40,804 9.3

　（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） 前年同期四半期比(%)

交通運輸インフラ事業  9,403 55.4

ＩＣＴソリューション事業    6,897    △21.4

合計 16,300 9.9

　（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３四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。　
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３【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。

  

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３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）においては、新興国を中心とする海

外経済情勢の回復や国内の緊急経済対策の効果などにより、日本経済が持ち直しつつあるという見方も有る一方、

雇用環境の一層の悪化やデフレ傾向の強まりなどから先行きに対する不安が増幅する状況で推移しました。

　このような状況のもと当社グループといたしましては、国内外における鉄道信号関連案件を中心として積極的に

活動いたしましたほか、地中埋設物探査用地中レーダや遠隔・非接触型ガス濃度検知器の担当部署を平成21年10月

１日に発足させるなど、新規事業分野への展開も積極的に進めてまいりましたものの、大型案件の端境期に入って

いるＡＦＣ事業、想定以上に投資動向が弱含みの駐車場システム事業などが厳しい状況にあります。

　その結果、当期間の当社の経営成績は、受注高は19,302百万円と前年同期比5.9%の減少となりましたが、売上高に

つきましては16,300百万円と前年同期比で9.9％の増加となりました。

　また、損益面につきましては、経常利益が495百万円と前年同期比1,843百万円増加し、四半期純利益が188百万円と

前年同期比1,573百万円増加いたしました。

　

　　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］

　当第３四半期連結会計期間の交通運輸インフラ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、一部に遅れが見られるものの、国内鉄道事業者による安全対策投資の一環である「新信号システム」関連案件

が本格化してきており、全社を挙げて案件対応に取り組んでまいりました。また、海外市場では、無線式信号保安シ

ステムを中心に積極的な営業活動を推進しております。

　「交通情報システム」では、競合他社との厳しい競争に苦しみながらも、ＬＥＤ灯器への更新案件を中心に、制御

機や管制センター関連案件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11,627百万円と前年同期比4.5％の減少となり

ましたが、売上高につきましては9,403百万円と前年同期比55.4％の増加となりました。

また、損益面につきましては営業利益が1,064百万円となり前年同期比で1,504百万円増加いたしました。

　

　　　［ＩＣＴソリューション事業］

　当第３四半期連結会計期間のＩＣＴソリューション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、厳しい事業環境ながらも機器更新案件や今後の市場拡大が期待できるホーム

ゲート案件に積極的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」では環境配慮型の新製品開発及び市場投入に向けた営業活動などに取

り組みましたが、駐車場関連機器に対する投資回復に力強さが見られず、厳しい事業環境が継続しております。

　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7,675百万円と前年同期比8.0％の減少とな

り、売上高につきましても6,897百万円と前年同期比21.4％の減少となりました。また、損益面につきましては40百

万円の営業損失となりましたが、前年同期比で73百万円増加しました。

　

（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8,485百万円がありま

したものの、現金及び預金の減少1,036百万円、受取手形及び売掛金の減少16,914百万円などにより8,101百万円減

少いたしました。

　負債は、支払手形及び買掛金の減少2,023百万円、また長・短期借入金の減少5,271百万円などにより、前連結会計

年度末に比べ8,919百万円減少いたしました。

　純資産は、配当金の支払748百万円がありましたものの、当第３四半期純利益373百万円の発生及び評価差額金の増

加983百万円等により前連結会計年度末に比べ、817百万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３四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、棚卸資産の増加等により、2,965

百万円資金の減少(前年同期は2,415百万円の資金の減少)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、主に無形固定資産の取得により、769百万円の資金の減少(前年同期は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、長・短期借入金の返済、配当金の支払等により、582百万円の資金の減少

(前年同期は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8,499百万円となり、第２四半期

連結会計期間末に比べ4,188百万円減少いたしました。

　

（４）研究開発活動

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、699百万円であります。

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

当第３第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。
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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21年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年２月10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10月１日～　

平成21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21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21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 

47,700
－ 単元株式数100株

完全議決権株式（その他）
普通株式

 62,371,400
    623,714 　同上

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
    47,700－     47,700     0.07

計 －     47,700－     47,700     0.07

 （注）平成21年12月31日現在、自己名義所有株式数は47,800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21年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円）     659     750     819     907     976     965    901    867    928

最低（円）     547     590     726    732     844    857    806    705    723

　（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員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）及び前第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）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期連結

会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から

平成21年12月31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）及び前第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

期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半

期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21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21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21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,615 9,651

受取手形及び売掛金 19,143 36,058

有価証券 3 109

商品及び製品 5,519 3,761

仕掛品 16,946 10,495

原材料及び貯蔵品 2,606 2,330

繰延税金資産 2,901 2,775

その他 905 448

貸倒引当金 △4 △93

流動資産合計 56,638 65,538

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,018 5,168

土地 5,437 5,437

その他（純額） 1,994 2,302

有形固定資産合計 ※1
 12,450

※1
 12,909

無形固定資産 1,741 1,166

投資その他の資産

投資有価証券 10,449 9,083

繰延税金資産 483 1,139

その他 1,915 1,954

貸倒引当金 △89 △99

投資その他の資産合計 12,759 12,077

固定資産合計 26,951 26,152

資産合計 83,589 91,691
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 14,199 16,223

短期借入金 － 4,700

1年内返済予定の長期借入金 200 771

未払法人税等 427 2,086

賞与引当金 1,355 2,703

役員賞与引当金 75 114

受注損失引当金 257 186

その他 7,814 6,132

流動負債合計 24,330 32,916

固定負債

長期未払金 138 138

繰延税金負債 199 193

退職給付引当金 8,477 8,800

役員退職慰労引当金 134 147

その他 14 18

固定負債合計 8,964 9,297

負債合計 33,295 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 30,043 30,324

自己株式 △23 △22

株主資本合計 42,169 42,451

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 3,206 2,222

評価・換算差額等合計 3,206 2,222

少数株主持分 4,918 4,802

純資産合計 50,294 49,476

負債純資産合計 83,589 91,691
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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）

前第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３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

売上高 ※3
 48,800

※3
 48,609

売上原価 38,111 37,010

売上総利益 10,688 11,599

販売費及び一般管理費 ※1
 11,146

※1
 10,736

営業利益又は営業損失（△） △457 862

営業外収益

受取利息 9 7

受取配当金 132 127

生命保険配当金 226 217

その他 115 109

営業外収益合計 484 461

営業外費用

支払利息 38 24

為替差損 － 38

その他 167 4

営業外費用合計 206 67

経常利益又は経常損失（△） △179 1,256

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 93

特別利益合計 31 93

特別損失

固定資産除売却損 41 15

投資有価証券評価損 819 218

その他 3 －

特別損失合計 864 234

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（△）

△1,012 1,116

法人税等 ※2
 △167

※2
 711

少数株主利益 84 31

四半期純利益又は四半期純損失（△） △929 373
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第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)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

売上高 ※3
 14,830

※3
 16,300

売上原価 12,331 12,405

売上総利益 2,499 3,894

販売費及び一般管理費 ※1
 3,769

※1
 3,528

営業利益又は営業損失（△） △1,270 366

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 33 31

受取保険金 － 62

その他 31 41

営業外収益合計 66 137

営業外費用

支払利息 12 5

為替差損 124 －

その他 7 2

営業外費用合計 145 8

経常利益又は経常損失（△） △1,348 495

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 67

特別利益合計 － 67

特別損失

固定資産除売却損 10 5

投資有価証券評価損 800 15

その他 △1 －

特別損失合計 809 21

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（△）

△2,158 541

法人税等 ※2
 △752

※2
 343

少数株主利益又は少数株主損失（△） △19 9

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,385 188
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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３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21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利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△1,012 1,116

減価償却費 1,419 1,287

固定資産除売却損益（△は益） 39 15

受取利息及び受取配当金 △142 △135

支払利息 38 24

売上債権の増減額（△は増加） 18,618 16,969

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,268 △8,534

仕入債務の増減額（△は減少） △3,419 △2,045

前受金の増減額（△は減少） 697 1,187

退職給付引当金の増減額（△は減少） △64 △323

その他 △1,800 △773

小計 5,106 8,791

利息及び配当金の受取額 142 135

利息の支払額 △46 △28

法人税等の支払額 △2,500 △2,589

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,702 6,307

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 △119

定期預金の払戻による収入 77 197

有形固定資産の取得による支出 △944 △639

有形固定資産の売却による収入 3 7

無形固定資産の取得による支出 － △820

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △6 △9

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 7

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,230 △1,376

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 △571

短期借入金の純増減額（△は減少） △650 △4,700

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △748 △748

少数株主への配当金の支払額 △116 △74

その他 209 6

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,922 △6,088

現金及び現金同等物に係る換算差額 △37 △16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △488 △1,172

現金及び現金同等物の期首残高 7,582 9,563

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 108

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 7,094

※1
 8,499
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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３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項の変更 （1）連結の範囲の変更

　　当第３四半期連結会計期間より、アイポスネット株式会社は重要性が増し

たため、連結の範囲に含めております。

（2）変更後の連結子会社の数　12社　

２．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３四半期連

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5,471百万円増加し、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1,703百万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。　

【表示方法の変更】
　

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

（四半期連結損益計算書）

　前第３四半期連結累計期間において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「為替差損」は、営業外

収益総額の100分の20を超えたため、当第３四半期連結累計期間より区分掲記することとしました。なお、前第３四半

期連結累計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「為替差損」は154百万円であります。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書）

　前第３四半期連結累計期間において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しており

ました「無形固定資産の取得による支出」は、重要性が増加したため、当第３四半期連結累計期間より区分掲記する

こととしました。なお、前第３四半期連結累計期間の「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれ

る「無形固定資産の取得による支出」は235百万円であります。

　

　
当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

（四半期連結損益計算書）

　前第３四半期連結会計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「受取保険金」は、営業

外収益総額の100分の20を超えたため、当第３四半期連結会計期間より区分掲記することとしました。なお、前第３四

半期連結会計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受取保険金」は２百万円であります。
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【簡便な会計処理】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

１．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21年４月１日
至　平成21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。

 

【追加情報】
 

　
前第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30日）

　
当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12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21年12月31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 

　　　 21,173百万円であります。　

※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３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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。

※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

給料及び手当金     2,733百万円

賞与引当金繰入額    961

役員賞与引当金繰入額    92

退職給付費用     244

役員退職慰労引当金繰入額   29

減価償却費     168

試験研究費   1,775

※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　
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前第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３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

※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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21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。

※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

給料及び手当金     859百万円

賞与引当金繰入額     342

役員賞与引当金繰入額     10

退職給付費用     80

役員退職慰労引当金繰入額     9

減価償却費     36

試験研究費     631

※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３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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

 

※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） （平成21年12月31日現在）

 （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

 

 （百万円）

　現金及び預金     8,615

　有価証券    3

　計     8,619

　預入期間が３ヶ月を超える定期

預金
    △120

　現金及び現金同等物     8,499

 

 

（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成21年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　

平成21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

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

（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】

前第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３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日　至平成21年12月31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    9,403   6,897    16,300 －   16,300

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － (－) －

計     9,403    6,897    16,300 (－)     16,300

営業利益（又は営業損失（△））   1,064    △40    1,024     (658)   366

　

前第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
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当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年12月31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     27,641   20,968   48,609 －   48,609

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － (－) －

計 27,641   20,968   48,609 (－)    48,609

営業利益   2,802  203  3,006    (2,143)    862

 （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３四半期連結累計期間

　　　　　　（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。

当第３四半期連結累計期間

　　　　　　（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3,043百万円、ＩＣＴソリューショ

ン事業で2,427百万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923百万円、Ｉ

ＣＴソリューション事業で779百万円それぞれ増加しております。

　　　　５　追加情報

　　前第３四半期連結累計期間

　（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、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】

前第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）及び前第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）

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３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日　至平成21年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日　至平成21年12月31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。
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【海外売上高】

　前第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）及び前第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） 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３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日　至平成21年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日　至平成21年12月31日） 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３四半期連結会計期間末
（平成21年12月31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     727.17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または純損失金額(△)

前第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３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額(△） △14.89円 １株当たり四半期純利益金額 5.98円

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益または純損失金額(△)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または純損失金額(△)の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第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３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

１株当たり四半期純利益または純損失金額(△)   

四半期純利益または純損失金額（△）（百万円） △929     373

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または純損失金額

(△)

　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円）

△929     373

期中平均株式数（千株） 62,401     62,400

 

前第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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額(△） △22.21円 １株当たり四半期純利益金額     3.03円

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益または純損失金額(△)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または純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

１株当たり四半期純利益または純損失金額(△)   

四半期純利益または純損失金額（△）（百万円） △1,385     188

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または純損失金額

(△)

　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円）

△1,385     188

期中平均株式数（千株） 62,400     62,400
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（重要な後発事象）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31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
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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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22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３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年

12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21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21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。

　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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