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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127期

第２四半期連結
累計期間

第128期
第２四半期連結
累計期間

第127期
第２四半期連結
会計期間

第128期
第２四半期連結
会計期間

第127期

会計期間

自平成21年
４月１日
至平成21年
９月30日

自平成22年
４月１日
至平成22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22年
７月１日
至平成22年
９月30日

自平成21年
４月１日
至平成22年
３月31日

売上高（百万円） 32,309 31,481 18,599 20,464 83,851

経常利益（百万円） 760 900 1,161 2,017 6,318

四半期（当期）純利益（百万円） 184 125 548 1,046 3,304

純資産額（百万円） － － 50,528 52,618 53,371

総資産額（百万円） － － 83,430 87,703 98,902

１株当たり純資産額（円） － － 732.99 761.40 773.99

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
2.95 2.01 8.79 16.77 52.96

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（％） － － 54.8 54.2 48.8

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
9,273 3,135 － － 4,756

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△606 △1,185 － － △1,991

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△5,505 △5,036 － － △669

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
－ － 12,688 8,657 11,767

従業員数（人） － － 3,120 3,023 3,079

（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22年９月30日現在

従業員数（人） 3,023 　

　（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22年９月30日現在

従業員数（人） 1,295 　

　（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セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

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 10,291 86.5

ＩＣＴソリューション事業 7,754 86.4

合計 18,046 86.5

　（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セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
受注高　 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 13,043 87.4 26,856 99.5

ＩＣＴソリューション事業 7,840 71.1 10,592 97.7

合計 20,884 80.5 37,448 99.0

　（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セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

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 12,552 125.0

ＩＣＴソリューション事業 7,911 92.4

合計 20,464 110.0

　（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22年7月1日から平成22年9月30日まで）における日本経済は、エコカー減税やエ

コポイントといった政策効果にも後押しされた結果、景気は徐々に持ち直し、自律的回復の兆しも見られ始めまし

た。しかしながら雇用環境は依然として厳しい状況が続き、急速な円高や国際的な景気の下振れ懸念、政策効果の一

服感などから先行きについては依然として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、ここ数年来、全国の鉄道事業者が安全対策投資の一環として取

り組んでおります「新信号システム」を中心に、鉄道信号事業が順調に推移いたしましたが、駅務自動化装置を中

心とするAFCシステムや駐車場システムを中心とする制御機器におきましては厳しい事業環境で推移いたしまし

た。

　他方、当社社内においては、上記事業活動に加え、社内のIT基幹システムを7月に従来のものからERPシステムへと

移行し、併せて大幅な組織体制の見直しを実施いたしました。これにより、業務品質の更なる向上を目指し、国内外

の厳しい競争の中で勝ち残るための競争力向上に取り組んでおります。

　当期間の当社の経営成績といたしましては、概ね当初計画に従って進捗しており、結果として、受注高は20,884百

万円と前年同期比19.5％の減少となりましたが、売上高につきましては20,464百万円と前年同期比で10.0％の増加

となりました。損益面につきましては、経常利益が2,017百万円と前年同期比73.7％の増加となり、四半期純利益は

1,046百万円と前年同期比で90.8％の増加となりました。

　

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、国内の「新信号システム」へ

の対応を中心として順調に推移しております。さらに海外では、トルコ共和国のイズミール近郊線更新案件を受注

するなど、国内外で積極的な営業活動を展開しております。「交通情報システム」では、依然として公共投資が抑制

された厳しい事業環境が続いておりますが、埼玉県の中央管制システムの案件や、渋滞緩和のためのスムーズな交

通流を作り出す信号制御方式が採用された案件などの受注に成功いたしました。

上記のような状況から、交通運輸インフラ事業部門といたしましては、受注高は13,043百万円と前年同期比

12.6％の減少となりましたものの、売上高は12,552百万円と前年同期比25.0％の増加となり、セグメント利益は

2,912百万円と前年同期比159.5％の増加となりました。

［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、

昨期から引き続き顧客の設備投資が抑制される厳しい事業環境の中、名古屋地区の交通ICカードmanacaへの機器対

応案件や、全国空港への新型搭乗システムの納入、鉄道関連以外の市場である“マチナカ”への進出など、意欲的な

営業活動を進めてまいりました。「駐車場システムを中心とする制御機器」では、昨年度まで継続していた駐車場

機器市場の厳しい環境が改善することを見込み、当社グループとしても積極的な営業攻勢をかけてまいりました。

他方、新製品開発にも注力し、市場のニーズに応えてシンプルで低価格なタイプのパークロックの開発に取り組ん

だほか、駐車券などの消耗品の廃棄量や、稼動時の消費電力を抑制する“エコ・パーキング”を実現するための機

器開発に取り組んでまいりました。

　その結果、ＩＣＴソリューション事業部門といたしましては、AFCにおける従来製品の更新見送りの影響が大きく、

受注高は7,840百万円と前年同期比28.9％の減少となり、売上高は7,911百万円と前年同期比7.6％の減少となり、セ

グメント損失は262百万円（前年同期は706百万円の営業利益）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、たな卸資産の増加7,040百万円等があ

りましたものの、受取手形及び売掛金の減少14,899百万円等により、11,199百万円減少いたしました。

　負債は、短期借入金の減少4,500百万円、支払手形及び買掛金の減少3,483百万円および未払法人税等減少2,623百

万円等により、10,445百万円減少いたしました。　

　純資産は、当第２四半期連結累計期間の四半期純利益の発生125百万円がありましたものの、配当金の支払い499百

万円、その他有価証券評価差額金の減少411百万円等により、753百万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、売上債権やたな卸資産の増加により4,558百万円の資金の減少（前年同

期は532百万円の資金の減少）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、573百万円の資金の減少（前年同期は

364百万円の資金の減少）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により、998百万円の資金の増加（前年同期は48百

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8,657百万円となり、第１四半期

連結会計期間末に比べ4,133百万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、478百万円であります。

　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、平成21年度(2009年度)より平成32年度(2020年度)までの指針として策定した長期経営

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22年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年11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）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

          該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

        該当事項はありません。

 

（５）【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22年７月１日～　

平成22年９月30日　

　

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

 平成22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　 3,943 6.31

　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 2,433 3.89

　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　 2,344 3.75

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

　あいおいニッセイ同和損害保険

　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 1,404 2.24

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

計 － 24,175 38.71

　（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）　　 　　3,943千株

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 　　2,344千株 
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成22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  　   48,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 　62,369,500 623,695 －

単元未満株式 普通株式       30,552 － －

発行済株式総数            62,448,052 － －

総株主の議決権 － 623,695 －

　（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22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
48,000－ 48,000 0.1

計 － 48,000－ 48,000 0.1

　

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22年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 880 801 699 683 674 657

最低（円） 805 657 592 605 589 593

　（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。

　なお、前第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）及び前第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22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から

平成22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21年７月１日から平

成21年９月30日まで）及び前第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はあずさ監査法人による四半期レビューを受け、また、当第２四半期連結会計期間（平成22

年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日

まで）に係る四半期連結財務諸表については有限責任 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。

　なお、あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年7月1日をもって有限責任 あずさ監査法人となって

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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,825 11,915

受取手形及び売掛金 21,951 36,850

有価証券 8 5

商品及び製品 6,516 ※2
 3,141

仕掛品 ※2
 16,468

※2
 13,387

原材料及び貯蔵品 3,067 2,483

繰延税金資産 3,588 3,617

その他 756 444

貸倒引当金 △0 △15

流動資産合計 61,183 71,830

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,819 4,942

土地 5,487 5,437

その他（純額） 2,052 1,980

有形固定資産合計 ※1
 12,360

※1
 12,360

無形固定資産 2,141 2,018

投資その他の資産

投資有価証券 9,531 10,593

繰延税金資産 523 312

その他 2,022 1,855

貸倒引当金 △59 △67

投資その他の資産合計 12,018 12,692

固定資産合計 26,520 27,072

資産合計 87,703 98,902
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 13,789 17,272

短期借入金 1,000 5,500

未払法人税等 377 3,001

賞与引当金 2,712 2,762

役員賞与引当金 63 126

受注損失引当金 ※2
 1,685

※2
 1,284

その他 6,607 6,757

流動負債合計 26,237 36,705

固定負債

長期未払金 262 138

繰延税金負債 190 199

退職給付引当金 8,232 8,327

役員退職慰労引当金 149 143

その他 13 16

固定負債合計 8,847 8,825

負債合計 35,085 45,530

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 32,600 32,974

自己株式 △23 △23

株主資本合計 44,726 45,101

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,784 3,195

評価・換算差額等合計 2,784 3,195

少数株主持分 5,106 5,075

純資産合計 52,618 53,371

負債純資産合計 87,703 98,902
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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）

前第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２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

売上高 ※3
 32,309

※3
 31,481

売上原価 24,604 24,163

売上総利益 7,704 7,318

販売費及び一般管理費 ※1
 7,208

※1
 6,648

営業利益 496 669

営業外収益

受取利息 5 2

受取配当金 96 114

生命保険配当金 217 167

その他 30 62

営業外収益合計 349 346

営業外費用

支払利息 19 11

為替差損 63 95

その他 1 9

営業外費用合計 84 116

経常利益 760 900

特別利益

貸倒引当金戻入額 26 23

退職給付制度改定益 － 168

特別利益合計 26 192

特別損失

固定資産除売却損 10 37

投資有価証券評価損 202 437

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 21

その他 － 3

特別損失合計 212 499

税金等調整前四半期純利益 574 593

法人税等 ※2
 367

※2
 397

少数株主損益調整前四半期純利益 － 195

少数株主利益 22 69

四半期純利益 184 125
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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21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年９月30日)

売上高 ※3
 18,599

※3
 20,464

売上原価 13,815 15,281

売上総利益 4,783 5,182

販売費及び一般管理費 ※1
 3,667

※1
 3,234

営業利益 1,115 1,947

営業外収益

受取利息 2 1

受取配当金 3 3

生命保険配当金 85 76

その他 14 19

営業外収益合計 105 100

営業外費用

支払利息 5 4

為替差損 52 24

その他 1 2

営業外費用合計 59 30

経常利益 1,161 2,017

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 8

特別利益合計 － 8

特別損失

固定資産除売却損 6 3

投資有価証券評価損 193 197

その他 － 3

特別損失合計 200 204

税金等調整前四半期純利益 961 1,821

法人税等 ※2
 388

※2
 719

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,101

少数株主利益 24 54

四半期純利益 548 1,046
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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21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22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 574 593

減価償却費 838 812

固定資産除売却損益（△は益） 10 37

受取利息及び受取配当金 △101 △116

支払利息 19 11

売上債権の増減額（△は増加） 16,960 14,898

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,371 △7,039

仕入債務の増減額（△は減少） △2,903 △3,517

前受金の増減額（△は減少） 914 352

退職給付引当金の増減額（△は減少） △226 △94

その他 △481 80

小計 11,232 6,018

利息及び配当金の受取額 101 116

利息の支払額 △24 △13

法人税等の支払額 △2,036 △2,986

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,273 3,135

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 △85

定期預金の払戻による収入 62 62

有形固定資産の取得による支出 △384 △649

有形固定資産の売却による収入 0 0

無形固定資産の取得による支出 － △474

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △6 △7

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 － 23

その他 △192 △54

投資活動によるキャッシュ・フロー △606 △1,185

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 △371 －

短期借入金の純増減額（△は減少） △4,700 △4,500

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △436 △499

少数株主への配当金の支払額 △45 △34

その他 47 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,505 △5,036

現金及び現金同等物に係る換算差額 △36 △24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,124 △3,110

現金及び現金同等物の期首残高 9,563 11,767

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 12,688

※1
 8,657

EDINET提出書類

日本信号株式会社(E01769)

四半期報告書

16/31



【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22年４月１日
至　平成22年９月30日）

１．会計処理基準に関する事項の変更 （１）資産除去債務に関する会計基準の適用

　　第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」

　（企業会計基準第18号　平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する

　会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31　

　日）を適用しております。

　　これにより営業利益及び経常利益は２百万円、税金等調整前四半期純利益

は23百万円減少しております。  

　

（２）企業結合に関する会計基準等の適用　

　　第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業

　会計基準第21号　平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及び事業分

　離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成20

　年12月26日）を適用しております。

　

（３）技術部門の仕様検討等に係る費用の処理区分の変更

　　従来、技術部門の仕様検討等に係る費用のうち製品に賦課できないも

　のにつきましては、販売費及び一般管理費として処理しておりましたが

　当第２四半期連結会計期間より製造原価として処理する方法へ変更してお

　ります。この変更は、統合基幹業務システム（ERP）導入による案件管理

　機能の強化に伴い個別案件毎の原価管理の精緻化が可能になったことを機

　により適正な期間損益計算を実施することを目的として行ったものであり

　ます。

　　この変更により、従来の方法によった場合に比べ、第２四半期連結

　累計期間の売上総利益は16百万円減少し、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209百万円増加しております。

　　また、第２四半期連結会計期間よりERPを導入したため、第１四半期連結累

計期間は従来の方法によっており、第１四半期連結累計期間は、変更後の方

法によった場合に比べ、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231百万円増加しております。

　　尚、セグメント情報に与える影響額は当該箇所に記載しております。　

　

２．連結の範囲に関する事項の変更 （１）連結範囲の変更

　　アイポスネット株式会社は、平成22年４月１日付で日信電子サービス株式

会社に吸収合併されたため、消滅しております。

　

（２）変更後の連結子会社の数

　　１１社　
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【表示方法の変更】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

（四半期連結損益計算書）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当

第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書）

　前第２四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、重要性が増したため、当第２四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２四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189百万円であります。

　

　

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

（四半期連結損益計算書）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当

第２四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

　

　

　

【簡便な会計処理】

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

１．棚卸資産の評価方法

　　

　当第２四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

を省略し前連結会計年度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。　

２．繰延税金資産及び繰延税金負債の

算定方法　

　　

　

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経

営環境等、且つ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるの

で、前連結会計年度において使用した将来の業績予測を利用する方法によっ

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22年４月１日
至　平成22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、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）又は流動

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。
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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22年９月30日）

前連結会計年度末
（平成22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21,269

百万円であります。　

　

※２　たな卸資産及び受注損失引当金の表示

　損失が見込まれる受注契約に係るたな卸資産と受注損失

引当金は、相殺せずに両建てで表示しております。損失の発

生が見込まれる受注契約に係るたな卸資産のうち、受注損

失引当金に対応する額は、874百万円 (うち、仕掛品874百万

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21,163

百万円であります。

　

※２　たな卸資産及び受注損失引当金の表示

　損失が見込まれる受注契約に係るたな卸資産と受注損失

引当金は、相殺せずに両建てで表示しております。損失の

発生が見込まれる受注契約に係るたな卸資産のうち、受注

損失引当金に対応する額は、1,035百万円 (うち、商品及び

製品146百万円、仕掛品　888百万円)であります。　
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（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21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22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 1,873 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 　

研究開発費 1,143 　

給料及び手当金 1,773 百万円

賞与引当金繰入額 617 　

役員賞与引当金繰入額 63 　

退職給付費用 246 　

役員退職慰労引当金繰入額 20 　

減価償却費 154 　

研究開発費 813 　

※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21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22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 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 　

研究開発費 628 　

給料及び手当金 893 百万円

賞与引当金繰入額 304 　

役員賞与引当金繰入額 33 　

退職給付費用 122 　

役員退職慰労引当金繰入額 9 　

減価償却費 102 　

研究開発費 420 　

※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21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22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21年９月30日現在） （平成22年９月30日現在）

 （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

　

 （百万円）

　現金及び預金 8,825

　有価証券 8

　計 8,834

　預入期間が３ヶ月を超える定期

預金
△177

　現金及び現金同等物 8,657

　

　

（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　

平成22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　　48千株

 

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22年６月24日

定時株主総会
普通株式 499 8.00平成22年３月31日平成22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22年11月９日

取締役会
普通株式 311 5.00平成22年９月30日平成22年12月３日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【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

　

前第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

　（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。

　

【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21年７月１日　至平成21年９月30日）及び前第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21年７月１日　至平成21年９月30日）及び前第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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【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要　

　当社の報告セグメントは、分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業

績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　当社グループの事業は提供する製品・サービス内容別のセグメントから構成されており、「交通運輸イン

フラ事業」、「ＩＣＴソリューション事業」の２つを報告セグメントとしております。

　「交通運輸インフラ事業」は、主に鉄道信号保安設備機器、交通情報システム信号機器の製造・販売・保守

サービスを行っております。

　「ＩＣＴソリューション事業」は、主にＡＦＣ機器、駐車場機器、表示器の製造・販売・保守サービスを

行っております。　

　

２．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　

　当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日　至平成22年９月30日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（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）　
　

交通運輸

インフラ事業　

ＩＣＴソリュー

ション事業　
計　

　

売上高

　外部顧客への売上高

　

　セグメント間の内部売上高

　又は振替高　　

　

     

　　　　17,969

　　　　

　　　　　－

　

    

　　

　　  　13,511

　

　　　　　－

　　　　

    

　　

　　 　31,481

　

　　　　　－

　　　　　

　　　

　

　　　　　－

　

　　　　　－

　　　　

  

　　　31,481

　

　　　　　－　　　　　

　計 　      17,969      　13,511　 　     31,481　　　　　－　 　    31,481　

セグメント利益又は損失（△）　        　2,676　        　△552　       　2,123　 　     △1,454　 　　　   669

　

　当第２四半期連結会計期間（自平成22年７月１日　至平成22年９月30日）

　　                                                                              （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）　
　

交通運輸

インフラ事業　

ＩＣＴソリュー

ション事業　
計　

　

売上高

　外部顧客への売上高

　

　セグメント間の内部売上高

　又は振替高　　

　

     

　　　　12,552

　　　　

　　　　　－

　

    

　　

　　  　7,911

　

　　　　　－

　　　　

    

　　

　 　　20,464

　

　　　　　－

　　　　　

　　　

　

　　　　　－

　

　　　　　－

　　　　

  

　　　20,464

　

　　　　　－　　　　　

　計 　      12,552      　7,911　 　     20,464　　　　　－　 　    20,464　

セグメント利益又は損失（△）　   　   　2,912　       　△262　       　2,649　 　      △701　 　　   1,947
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　（注）１．セグメント利益又は損失の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

　　　　　　全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない親会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利益と調整を行っております。

　　　　３．会計方針の変更

　　　　　当第２四半期連結累計期間

　　　　　（技術部門の仕様検討等に係る費用の処理区分の変更）　　

　　　　　　「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」1.（３）に記載のとおり、第２四

　　　　半期連結会計期間より、技術部門の仕様検討等に係る費用の処理区分を変更しております。この変更は、

　　　　統合基幹業務システム（ERP）導入による案件管理機能の強化に伴い個別案件毎の原価管理の精緻化が可

　　　　能になったことを機に、より適正な期間損益計算を実施することを目的として行ったものであります。

　　　　この変更により、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間の交通運輸インフラ事業の

　　　　営業利益は135百万円増加し、ＩＣＴソリューション事業の営業損失は73百万円減少しております。　　　

　

　　　　　　（追加情報）

　第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　

平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指

針第20号　平成20年３月21日）を適用しております。　　
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（金融商品関係）

　前連結会計年度末日に比べて著しい変動がないため、記載しておりません。

　

（有価証券関係）

　前連結会計年度末日に比べて著しい変動がないため、記載しておりません。

　

（デリバティブ取引関係）

　該当事項はありません。

　

（ストック・オプション等関係）

　該当事項はありません。

　

（企業統合等関係）

該当事項はありません。
　

（資産除去債務関係）

　該当事項はありません。　

　

（賃貸等不動産関係）

前連結会計年度末日に比べて著しい変動がないため、記載しておりません。
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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22年９月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

１株当たり純資産額 761.40円 １株当たり純資産額 773.99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21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 2.95円 １株当たり四半期純利益金額 2.01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21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22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） 184 125

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） 184 125

期中平均株式数（千株） 62,400 62,400

前第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）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 8.79円 １株当たり四半期純利益金額 16.77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21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22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） 548 1,046

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） 548 1,046

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２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

１．退職給付制度の変更　

　

　

　

　

　

　

　当社の連結子会社である日信電子サービス（株）は、平成22年10月１日付で、こ

れまで退職給付制度として採用していた適格退職年金制度を確定給付企業年金制

度および確定拠出年金制度へ移行いたしました。

　この移行に伴い、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準

適用指針第１号）を適用し、当連結会計年度において制度移行に伴う利益として

特別利益428百万円を計上する見込みであります。
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２【その他】

　平成22年11月９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・・・・・・・・311（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22年12月３日

（注）平成22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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年11月12日

日本信号株式会社

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 星長　徹也　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 小林　圭司　　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22年４月１日から平成23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22年７月１日から平成22年

９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22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22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。

EDINET提出書類

日本信号株式会社(E01769)

四半期報告書

31/31


	表紙
	本文
	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
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１生産、受注及び販売の状況
	２事業等のリスク
	３経営上の重要な契約等
	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

	第３設備の状況
	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
	②発行済株式

	（２）新株予約権等の状況
	（３）行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	（４）ライツプランの内容
	（５）発行済株式総数、資本金等の推移
	（６）大株主の状況
	（７）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	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

	３役員の状況

	第５経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	（１）四半期連結貸借対照表
	（２）四半期連結損益計算書
	第２四半期連結累計期間
	第２四半期連結会計期間

	（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
	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
	表示方法の変更
	簡便な会計処理
	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
	注記事項
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

