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 (財)財務会計基準機構会員  

平成 19 年 3 月期 中間決算短信（連結）            平成 18 年 11 月 28 日 

上場会社 大同信号株式会社                  上場取引所 東証 

コード番号 6743                          本社所在都道府県 東京都 

（URL http://www.daido-signal.co.jp/） 

代    表    者 役職名 代表取締役社長     氏名 星屋 益男 

問合せ先責任者 役職名 常務取締役     氏名 寺田  栄造       TEL（03）3754－1122 

決算取締役会開催日 平成 18 年 11 月 28 日                       

米国会計基準採用の有無 無 
 

１．18 年 9月中間期の連結業績（平成 18 年 4月 1日～平成 18 年 9月 30 日） 

(1)連結経営成績                          (注)百万円未満切り捨て 

 売上高 営業利益 経常利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 
18 年 9 月中間期 7,881 6.8 616 48.1 541 58.3 

17 年 9 月中間期 7,381 5.0 416 41.8 341 41.2 

18 年 3 月期 16,888 993 858  
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当たり 
中間(当期)純利益 

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 
18 年 9 月中間期 307 285.1 17 15 ― ― 
17 年 9 月中間期 79 △35.4 4 45 ― ― 

18 年 3 月期 379 18 43 ― ― 

(注)①持分法投資損益       18 年 9 月中間期    ―   円   17 年 9月中間期   ―  円  18 年 3 月期  ―   円 

②期中平均株式数(連結)  18 年 9 月中間期 17,902,432 株 17 年 9月中間期 17,923,462 株 18 年 3月期 17,919,291 株 

③会計処理の方法の変更 有 

④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は対前年中間期増減率 
 

(2)連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭 
18 年 9 月中間期 19,268 9,040 46.9 505 10 

17 年 9 月中間期 18,789 8,310 44.2 463 85 

18 年 3 月期 20,449 9,006 44.0 500 15 

(注)期末発行済株式数(連結)  18 年 9月中間期 17,899,392 株 17年 9月中間期 17,916,916 株 18年 3月期 17,909,446株 
 

(3)連結キャッシュ・フローの状況 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー
財務活動による 

キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物 

期末残高 
 百万円 百万円 百万円 百万円 
18 年 9 月中間期 1,462 △118 △219 2,705 

17 年 9 月中間期 1,263 △123 △426 2,217 

18 年 3 月期 1,034 △226 △728 1,581 
 

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

   連結子会社数 ５ 社 持分法適用非連結子会社数 ０ 社 持分法適用関連会社数 ０ 社 
 

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

   連結(新規) ０ 社 (除外) ０ 社 持分法(新規) ０ 社 (除外) ０ 社 

２．19 年 3月期の連結業績予想（平成 18 年 4月 1日～平成 19 年 3月 31 日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 
 百万円 百万円 百万円

通  期 17,000 950 550

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 27 円  93 銭 

※業績予想につきましては、本資料の発表日現在の入手可能な情報に基づき作成したものであり、様々な

不確定要素が内在しておりますので、実際の業績は予想数値と異なる場合があります。 
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１．企業集団の状況 

 

事業の系統図は次のとおりであります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

当社の企業集団は当社および子会社５社で構成されており、事業は、鉄道信号保安装置、産業用機器の製造販売を主

にこれらに付帯する保守修繕等を行っているほか、鉄道信号保安装置の設置工事、金属表面処理の製造・販売も行っております。

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情報における事業区分は同一であり、その関連を示す

と次のとおりであります。 

鉄 道 信 号 関 連 事 業 

 

：当社が鉄道信号保安装置の製造販売ならびに設置工事をするほか、子会社大同電興㈱にお

いても販売ならびに設置工事を行っております。 

鉄道信号保安装置部品の一部については子会社大同電器㈱に製造を委託しております。子会社大

同テクノサービス㈱は、鉄道信号保安装置等の製造販売に対する人材派遣業を行っておりま

す。 

産業用機器関連事業 

 

：当社が情報通信機器の製造販売をするほか、子会社㈱大同システムズは情報通信機器の保

守を行っております。 

子会社大同化工㈱は金属表面処理、可塑成形及び金型の製造販売を行っております。 

連結子会社 連結子会社 連結子会社 連結子会社 

当   社

鉄道信号保安装置製造販売・産業用機器製造販売

子会社 

大同電興(㈱ 

鉄道信号工事、保守 

子会社 

大同電器㈱ 

鉄道信号製造

子会社 

大同化工㈱ 

金属表面処理、金型製造販売

子会社 

㈱大同システムズ 

コンピュータ保守

連結子会社 

子会社 

大同テクノサービス㈱ 

得        意        先

産業用機器関連事業 鉄道信号関連事業 



3 

２．経営方針 
 

(1) 経営の基本方針 

当社グループでは、① 安全で信頼性の高い製品と質の高いサービスを提供し、より快適な社会の実現に寄与す

る ② 新技術に挑戦するとともに、会社の発展と社員の幸福を追求する ③ 健全な企業活動を通じて、社会に貢

献し環境との調和を図る、ことを経営の基本方針としております。 
 

(2) 利益配分に関する基本方針 

当社は企業体質の強化を図りながら、継続的な安定配当を基本に、業績等を勘案して利益配分することを基本

方針としております。内部留保金は、今後の事業展開への備えと研究開発費用として投資していくこととしてお

ります。 
 

(3) 目標とする経営指標 

受注高、経常利益、ROE（株主資本当期純利益率）を主な経営指標としております。 
 

(4) 企業集団の対処すべき課題 

当社グループといたしましては、当期は中期経営計画の初年度にあたり、まず第一に、ベースとなる製品の受

注拡大と営業・技術が一体となって新規取引先・新規受注の開拓に取組んおります。第二に、選択と集中による

製品開発の強化に注力し、お客様の満足を得られる製品の開発に取組んでおります。第三に、会社法が求める｢内

部統制システム｣の構築に取組んでおります。 

なお、本年８月に、計画どおり営業本部のある東京事務所を本社に移転いたしました。 
 

(5) 親会社に関する事項 

該当する事項はありません。 

 
３．経営成績および財政状態 
 

(1) 経営成績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善に伴う設備投資の増加と個人消費に支えられ、景

気は緩やかな回復基調で推移いたしました。 

このような経済情勢下にあって、信号業界におきましては、ユーザー各社の安全対策・安定輸送確保の投資の

実施はあるものの、受注活動は厳しい状況で推移いたしました。 

当社グループといたしましては、品質管理の徹底、コスト低減、生産力向上、製品開発の強化に注力するとと

もに、きめ細かい営業活動の展開による受注の確保に努めてまいりました。 

この結果、当中間連結会計期間の業績につきましては、売上高は軌道回路機器・踏切障害物検知装置などのベ

ース製品の増加により、７８億８１百万円と前年同期比６．８％の増収、経常利益は５億４１百万円と前年同期

比５８．３％の増益、当期純利益は３億７百万円と土地の減損処理に伴う特別損失を計上した前年同期比２億２

７百万円の増益となりました。 

しかしながら、受注高につきましては大口案件の減少により、６１億６４百万円と前年同期比１７．２％の減

少となりました。 
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 事業のセグメント別の状況 

  ［鉄道信号関連事業］ 

 A T C(自動列車制御装置)、電子連動装置、運行管理装置などを主力とするシステム製品に、踏切障害物検知

装置、軌道回路機器、踏切装置機器、リレー類などのベースとなる製品を加えて、売上高は７０億２９百万円

と前年同期比８．９％の増加となりました。 

ユーザー別には、J R 各社向け信号機器の売上げを主体として、これに東京地下鉄・横浜市交通局向け A T C・

電子連動装置、大阪市交通局向け A T C、西武鉄道・京成電鉄ほか向け踏切障害物検知装置などが加わりまし

た。 

うち、輸出につきましては、台湾国鉄向け踏切障害物検知装置を主体に、売上高は１億９８百万円と前年同

期比０．２％の増加となりました。 

 受注面では、閉そく装置、踏切障害物検知装置、軌道回路機器などは増加しましたが、A T C、運行管理装

置、継電連動装置などが減少し、受注高は５２億８５百万円と前年同期比１８．９％の減少となりました。 
 

   [産業用機器関連事業] 

  当事業の主力製品は、電子計算機入出力装置、情報通信機器、梯子車制御装置、可塑成形、金属メッキおよ

び金型などで、売上高は８億５１百万円と前年同期比７．９％の減少となりました。 

 受注面では、情報通信機器、金属メッキ、金型は増加しましたが、電子計算機入出力装置、可塑成形などが

落込み、受注高は８億７８百万円と前年同期比５．５％の減少となりました。 

 

(2) 財政状態 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下｢資金｣という。)は、前連結会計年度末に比べ１１億

２４百万円増加し、２７億５百万円となりました。 

当中間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通りであります。 
 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動による資金の増加は、１４億６２百万円（前中間連結会計期間比＋１億９８百万円）となりました。

収入の主な内訳は、税金等調整前中間純利益５億３９百万円、売上債権の減少額２２億４１百万円であります。

支出の主な内訳は、仕入債務の減少額３億５５百万円、その他流動負産の減少額５億４百万円であります。 
 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、１億１８百万円（前中間連結会計期間比△４百万円）となりました。これ

は、有形固定資産の取得による支出１億１８百万円によるものであります。 
   
 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、２億１９百万円（前中間連結会計期間比△２億６百万円）となりました。

これは、主に長期借入金の返済による支出８８百万円、配当金の支払い額１億２５百万円によるものでありま

す。 
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なお、当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記の通りであります。 

 平成16年9月期 平成17年3月期 平成17年9月期 平成18年3月期 平成18年9月期

自己資本比率(％) 40.5 41.2 44.2 44.0 46.9

時価ベースの自己資本比率(％) 25.8 31.9 35.1 35.1 29.4

債務償還年数(％) 3.9 2.1 1.7 3.9 1.3

ｲﾝﾀﾚｽﾄ・ｶﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ・ﾚｼｵ(倍) 15.5 24.5 38.7 16.0 47.0

※自己資本比率：自己資本／総資産 

   時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

   債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

   インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 
 

1. 各指標は、いずれも連結ベースの財務指標により算出しております。 

2. 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

3. キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計

上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。 

4. 債務償還年数の中間期での計算は、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍にしております。 

 

(3) 通期の見通し 

通期の業績予想につきましては、売上高１７０億円(前期比＋０．７％)、経常利益９億５０百万円（前期比＋

１０．７％）、当期純利益５億５０百万円(前期比＋４４．９％)の見込みであります。 

 

(4) 事業等のリスク 

① 製品に関するリスク 

当社グループの鉄道信号関連事業は、鉄道交通の安全に係る事業であり、列車運行の安全を支える製品をお

客様に提供するために、製品の品質管理の徹底・品質の向上を経営の最重要課題として取組んでおります。し

かしながら、当社グループの取組みの範囲を超える品質問題が発生した場合には、当社グループの業績、財政

状態に悪影響を及ぼすリスクが考えられます。 
 

② 経営成績に重要な影響を与えるリスク 

当社グループを取巻く事業環境は、重電各社の参入もあり競争が激化しており、経営成績に重要な影響を与

えるリスクがありますが、ユーザーとの永年の取引関係をベースに、お客様満足度の向上に注力するとともに、

きめ細かい営業活動の展開により、受注の確保を図っております。  
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４．中間連結財務諸表等 

（１）中間連結貸借対照表  

  
前中間連結会計期間末 

(平成17年 9月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年9月30日) 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

(平成18年3月31日) 

区分 
注記

番号
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円）  

構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

 １．現金及び預金   2,302,607  2,765,070   1,642,987  

 ２．受取手形及び売掛金 ※４  4,926,196  4,365,634   6,606,837  

 ３．棚卸資産   6,037,965  6,094,931   5,976,882  

 ４．繰延税金資産   239,383  274,511   291,646  

 ５．その他   27,977  23,218   14,389  

   貸倒引当金   △   4,180   △   3,711   △   4,061  

  流動資産合計   13,529,950 72.0  13,519,653 70.2  14,528,682 71.0

Ⅱ 固定資産      

 １．有形固定資産 ※1、2     

  (1)建物及び構築物  1,388,294 1,362,886  1,351,927 

  (2)その他  670,873 2,059,168 11.0 672,113 2,034,999 10.5 693,683 2,045,610 10.0

 ２．無形固定資産   40,420 0.2 38,010 0.2  40,474 0.2

 ３．投資その他の資産     

  (1)投資有価証券  2,922,243 3,437,753  3,594,101 

  (2)長期貸付金  28,442 26,145  28,295 

  (3)繰延税金資産  92,135 92,139  95,894 

  (4)その他  116,754 3,159,576 16.8 119,589 3,675,627 19.1 116,388 3,834,679 18.8

  固定資産合計   5,259,165 28.0 5,748,638 29.8  5,920,764 29.0

  資産合計   18,789,116 100.0 19,268,292 100.0  20,449,447 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成17年 9月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年9月30日) 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

(平成18年3月31日) 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円）  

構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％）

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

 １．支払手形及び買掛金 ※４  2,682,441  3,093,458   3,448,976  

 ２．短期借入金 ※２  3,362,213  3,154,223   3,157,218  

３．役員賞与引当金   ―  18,402   ―  

４．前受金   1,006,264  336,000   841,554  

 ５．その他 ※３  903,949  1,058,829   1,288,694  

  流動負債合計   7,954,867 42.3 7,660,912 39.8  8,736,442 42.7

Ⅱ 固定負債     

 １．長期借入金 ※２  968,333  785,778   873,972  

 ２．繰延税金負債   36,587  193,621   275,401  

 ３．退職給付引当金   1,403,961  1,460,449   1,420,725  

 ４．役員退職慰労引当金   114,662  126,560   136,139  

  固定負債合計   2,523,544 13.4 2,566,408 13.3  2,706,238 13.3

  負債合計   10,478,411 55.8 10,227,321 53.1  11,442,681 56.0

     

(資本の部)     

Ⅰ 資本金   1,500,039 8.0 ― ―  1,500,039 7.3

Ⅱ 資本剰余金   1,233,716 6.5 ― ―  1,233,716 6.0

Ⅲ 利益剰余金   4,768,501 25.4 ― ―  5,068,385 24.8

Ⅳ  その他有価証券 

   評価差額金 

 
 834,425 4.4 ― ―  1,233,509 6.0

Ⅴ 自己株式   △  25,978 △ 0.1 ― ―  △  28,885 △ 0.1

  資本合計   8,310,704 44.2  ― ―  9,006,766 44.0

  負債・資本合計   18,789,116 100.0  ― ―  20,449,447 100.0

          

(純資産の部)          

Ⅰ 株主資本        

 １．資本金   ― ―  1,500,039 7.8  ― ― 

 ２．資本剰余金     1,233,716 6.4   

 ３．利益剰余金     5,200,062 27.0   

 ４．自己株式   ― ― △  32,299 △ 0.2  ― ― 

 株主資本合計   ― ―  7,901,519 41.0  ― ― 

Ⅱ 評価・換算差額等        

 その他有価証券 

評価差額金 

 
 ― ―  1,139,450 5.9  ― ― 

 評価・換算差額等合計   ― ―  1,139,450 5.9  ― ― 

 純資産合計   ― ―  9,040,970 46.9  ― ― 

 負債純資産合計   ― ―  19,268,292 100.0  ― ― 
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（２）中間連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年4月 1日 

  至 平成17年9月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年4月 1日 

  至 平成18年9月30日) 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

(自 平成17年4月 1日 

 至 平成18年3月31日) 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比 

（％） 
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高   7,381,522 100.0 7,881,400 100.0  16,888,337 100.0

Ⅱ 売上原価   5,647,525 76.5 5,888,673 74.7  12,855,098 76.1

  売上総利益   1,733,996 23.5 1,992,726 25.3  4,033,239 23.9

Ⅲ 販売費及一般管理費 ※１  1,317,395 17.9 1,375,876 17.5  3,039,325 18.0

  営業利益   416,600 5.6 616,850 7.8  993,913 5.9

Ⅳ 営業外収益     

 １．受取利息  180 198  654 

 ２．受取配当金  22,109 24,192  31,566 

 ３．その他  4,186 26,476 0.4 8,533 32,925 0.4 60,313 92,534 0.5

Ⅴ 営業外費用     

 １．支払利息  32,689 31,082  64,524 

 ２．たな卸資産廃却損  67,298 76,873  160,979 

 ３．その他  1,257 101,246 1.4 750 108,706 1.4 2,387 227,891 1.3

  経常利益   341,830 4.6 541,068 6.8  858,557 5.1

Ⅵ 特別利益     

 １．貸倒引当金戻入額  821 821 0.0 350 350 0.0 939 939 0.0

Ⅶ 特別損失     

 １．固定資産除却損 
 

370 1,941  15,552 

 ２．減損損失 ※２ 114,561 114,932 1.5 ― 1,941 0.0 120,204 135,757 0.8

 税金等調整前 

 中間(当期)純利益 

  227,718 3.1 539,477 6.8  723,739 4.3

 法人税、住民税及び事業税  121,280 229,034  407,400 

 法人税等調整額  26,704 147,984 2.0 3,399 232,433 2.9 △  63,278 344,121 2.0

 中間(当期)純利益   79,734 1.1 307,043 3.9  379,618 2.3
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（３）中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書 

 中間連結剰余金計算書 

 

 

 

 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年4月 1日 

 至 平成17年9月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年4月 1日 

 至 平成18年3月31日) 

区分 
注記 

番号 金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  1,233,716  1,233,716

Ⅱ 資本剰余金中間期末(期末)残高  1,233,716  1,233,716

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  4,865,738  4,865,738

Ⅱ 利益剰余金増加高   

１．中間(当期)純利益  79,734 79,734 379,618 379,618

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１．配当金  125,521 125,521 

２．役員賞与  51,450 176,971 51,450 176,971

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末)残高  4,768,501  5,068,385
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 中間連結株主資本等変動計算書 

  当中間会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）                （単位 千円） 

 株    主    資    本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年3月31日残高 1,500,039 1,233,716 5,068,385 △ 28,885 7,773,257

中間連結会計期間中の変動額  

 自己株式の処分   △  3,414 △   3,414

 剰余金の配当   △ 125,366  △ 125,366

 役員賞与   △  50,000  △  50,000

 中間純利益   307,043  307,043

中間連結会計期間中の変動額合計 ― ― 131,677 △  3,414 128,263

平成18年9月30日残高 1,500,039 1,233,716 5,200,062 △  32,299 7,901,519

 
 
 

（単位 千円） 

 評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金 

純資産合計 

平成18年3月31日残高 1,233,509 9,006,766

中間連結会計期間中の変動額 

 自己株式の処分  △   3,414

 剰余金の配当  △ 125,366

 役員賞与  △  50,000

 中間純利益  307,043

株主資本以外の項目の中間連結会計

期間中の変動額 
△ 94,059 △ 94,059

中間連結会計期間中の変動額合計 △ 94,059 34,204

平成18年9月30日残高 1,139,450 9,040,970
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（４）中間連結キャッシュ・フロー計算書 （単位 千円）
  

 

 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年4月 1日 

 至 平成17年9月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年4月 1日 

 至 平成18年9月30日) 

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

(自 平成17年4月 1日 

 至 平成18年3月31日) 

区分 
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前中間(当期)純利益 227,718 539,477 723,739

 減価償却費 104,653 118,315 226,719

 役員賞与引当金の増減(△)額 ― 18,402 ― 

 退職給付引当金の増減(△)額 34,097 39,723 50,861

 役員退職慰労引当金の増減(△)額 △     26,729 △        9,579 △        5,252

 貸倒引当金の増減(△)額 △        821 △         350 △          939

 固定資産除却損 370 1,941 15,552

 減損損失 114,561 ― 120,204

 受取利息及び受取配当金 △     22,290 △      24,391 △       32,221

 支払利息 32,689 31,082 64,524

 売上債権の増(△)減額 2,020,211 2,241,203 339,570

 棚卸資産の増(△)減額 △     33,363 △   118,048 27,719

 仕入債務の増減(△)額 △  1,332,582 △   355,517 △      566,047

 未払消費税等の増減(△)額 △     34,693 △    37,978 △       38,509

 未払費用の増減(△)額 △    100,255 △   118,460 104,139

 その他の流動資産の増(△)減額 △     11,778 △    8,829 1,810

 その他の流動負債の増減(△)額 728,678 △   504,126 564,574

 役員賞与の支払額 △     51,450 △    50,000 △       51,450

 その他 3,413 3,766 7,179

 小 計 1,652,432 1,766,630 1,552,177

 利息及び配当金の受取額 22,290 24,391 32,221

 利息の支払額 △     32,689 △       31,082 △       64,524

 法人税等の支払額 △    378,362 △   297,883 △      485,862

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,263,670 1,462,056 1,034,011

Ⅱ 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 △     74,500 △    48,500 △       98,500

 定期預金の払戻による収入 50,500 50,500 98,500

 有形固定資産の取得による支出 △     97,795 △   118,526 △      225,843

 投資有価証券の取得による支出  ― △    2,000 ― 

 貸付金の回収による収入 3,145 2,149 3,292

 その他 △      4,603 △    1,898 △       4,222

 投資活動によるキャッシュ・フロー △    123,254 △   118,274 △      226,773

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

 短期借入による収入 418,000 2,965,500 770,000

 短期借入金返済による支出 △    601,000 △  2,968,500 △    1,146,000

 長期借入金の返済による支出 △    112,353 △    88,189 △      218,708

 自己株式の取得による支出 △      5,962 △    3,414 △        8,869

 配当金の支払額 △    125,220 △   125,094 △      125,399

 財務活動によるキャッシュ・フロー △    426,536 △   219,699 △      728,977

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減(△)額  713,879 1,124,082 78,259

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,503,228 1,581,487 1,503,228

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 ※１ 2,217,107 2,705,570 1,581,487
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年4月 1日 

  至 平成17年9月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年4月 1日 

  至 平成18年9月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年4月 1日 

  至 平成18年3月31日) 

１ 連結の範囲に関する事

項 

子会社は全て連結しております。

 連結子会社 

   大同電器株式会社 

  大同電興株式会社 

  大同化工株式会社 

  大同ﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ株式会社 

  株式会社大同システムズ 

同左 同左 

２ 持分法の適用に関する

事項 

―――――― ―――――― ―――――― 

３ 連結子会社の中間決算

日(決算日)等に関する

事項 

連結子会社の中間決算日と中間

連結決算日は一致しております。

同左 連結子会社の事業年度末日と連

結決算日は一致しております。 

４ 会計処理基準に関する

事項 

 (1)重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 

 

(1)有価証券 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結会計期間末日の市場

価格に基づく時価法（評価差額

は、全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法によ

り算定） 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

(2)たな卸資産 

①製品・原材料 

移動平均法による原価法 

②仕掛品・未成工事支出金 

 個別法による原価法 

 

 

(1)有価証券 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結会計期間末日の市

場価格に基づく時価法（評価差

額は、全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法

により算定） 

時価のないもの 

 同左 

(2)たな卸資産 

①製品・原材料 

同左 

②仕掛品・未成工事支出金 

 同左 

 

 

(1)有価証券 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

連結会計年度末日の市場価格

に基づく時価法（評価差額は、

全部資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算

定） 

時価のないもの 

 同左 

(2)たな卸資産 

①製品・原材料 

同左 

②仕掛品・未成工事支出金 

 同左 
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項目 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年4月 1日 

  至 平成17年9月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年4月 1日 

  至 平成18年9月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年4月 1日 

  至 平成18年3月31日) 

(2)重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

定率法 

なお耐用年数及び残存価

額については法人税法に規

定する方法と同一の基準に

よっております。ただし平

成１０年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設備

を除く）については、定額

法を採用しております。 

(2) 無形固定資産 

定額法 

なお耐用年数について

は、法人税法に規定する方

法と同一の基準によってお

ります。ただし自社利用の

ソフトウェアについては、

社内における利用可能期間

（５年）による定額法を採

用しております。 

(1) 有形固定資産 

   同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産 

   同左 

(1) 有形固定資産 

   同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産 

    同左 

 

(3)重要な引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

   債権の貸倒による損失に

備えるため、一般債権につい

て、貸倒実績率により、回収

不能見込額を計上しており

ます。 

―――――― 

(1) 貸倒引当金 

    同左 

 

 

 

 

(2) 役員賞与引当金 

  役員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、当連結会

計年度における支給見込額に

基づき、当中間連結会計期間に

見合う分を計上しております。

（会計方針の変更） 

   当中間連結会計期間から「役

員賞与に関する会計基準」（企

業会計基準委員会 平成17年

11月29日 企業会計基準第４

号）を適用しております。 

  この結果、従来の方法に比べ

て、営業利益、経常利益及び税

金等調整前中間純利益が、

18,402千円減少しております。

(1) 貸倒引当金 

   同左 

 

 

 

 

―――――― 
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項目 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年4月 1日 

  至 平成17年9月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年4月 1日 

  至 平成18年9月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年4月 1日 

  至 平成18年3月31日) 

  (3) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき、当

中間連結会計期間末におい

て発生していると認められ

る額を計上しております。 

 数理計算上の差異は各連

結会計年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(10年)

による定率法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌連

結会計年度から費用処理す

ることとしております。 

 (4) 役員退職慰労引当金 

   役員退職慰労金の支給に

備えるため、会社の内規に基

づく中間連結会計期間末要

支給額を計上しております。

 (3) 退職給付引当金 

   同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) 役員退職慰労引当金 

   同左 

 (3) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき計

上しております。 

   数理計算上の差異は各連

結会計年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(10年)

による定率法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌連

結会計年度から費用処理す

ることとしております。 

 

 

 (4) 役員退職慰労引当金 

   役員退職慰労金の支給に

備えるため、会社の内規に基

づく連結会計年度末要支給

額を計上しております。 

(4)重要なリース取引の処理

方法 

 リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によって

おります。 

同左 同左 

(5)その他中間連結財務諸表

（連結財務諸表）作成の

ための基本となる重要な

事項 

消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜方

式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

５ 中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 手元現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資であります。 

同左 同左 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年4月 1日 

  至 平成17年9月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年4月 1日 

  至 平成18年9月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年4月 1日 

  至 平成18年3月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間から「固定資産の減

損に係る会計基準」（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」（企業

会計審議会 平成14年8月9日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成15年10月31日 

企業会計基準適用指針第６号）を適用して

おります。 

 これにより税金等調整前中間純利益が

114,561千円減少しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正

後の中間連結財務諸表規則に基づき当該各

資産の金額から直接控除しております。 

―――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度から「固定資産の減損に

係る会計基準」（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会計

審議会 平成14年8月9日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」（企業

会計基準委員会 平成15年10月31日 企業

会計基準適用指針第６号）を適用しており

ます。 

 これにより税金等調整前当期純利益が

120,204千円減少しております。 

なお、減損損失累計額については、改正

後の連結財務諸表規則に基づき当該各資産

の金額から直接控除しております。 

―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等） 

 当中間連結会計期間から「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」（企

業会計基準委員会 平成17年12月9日 企

業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等の適用

指針（企業会計基準委員会 平成17年12月9

日 企業会計基準適用指針第８号）を適用

しております。 

これによる損益に与える影響はありませ

ん。 

なお、従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は9,040,970千円であります。 

中間連結財務諸表規則の改正により、当

中間連結会計期間における中間連結財務諸

表は、改正後の中間連結財務諸表規則によ

り作成しております。 

―――――― 

 

表示方法の変更 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年4月 1日 

  至 平成17年9月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年4月 1日 

  至 平成18年9月30日) 

（中間連結貸借対照表） 

前中間連結会計期間において流動負債の「その他」に含めて表示

しておりました「前受金」（前中間連結会計期間88,030千円）につ

いては、負債及び資本合計額の100分の５超となったため、当中間

連結会計期間より区分掲記しております。 

―――――――― 
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 

（平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年9月30日） 

前連結会計年度末 

（平成18年3月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

4,325,038千円 

※２ 固定資産のうち借入金の担保に供し

ている資産及び担保に対する借入金

は次の通りであります。 

担保資産 担保に対する借入金 

区分 金額(千円) 区分 金額(千円) 

建物 
（うち財
団抵当） 

1,104,909 
(1,093,998) 

短期 
借入金 3,307,297 

機械装置 

(うち財

団抵当) 

340,228 

(340,228)   

工具器具 
備品 
(うち財
団抵当) 

181,826 

(181,826)   

土地 
(うち財
団抵当) 

31,588 

(13,288)   

投資有価 
証券 784,098 

長期 
借入金 909,145 

計 2,442,650 計 4,216,442 

※３ 消費税等の取扱い 

    仮払消費税等と仮受消費税等を相

殺のうえ、流動負債の「その他」に

含めて表示しております。 

※４     ―――――― 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

4,285,301千円

※２ 固定資産のうち借入金の担保に供し

ている資産及び担保に対する借入金

は次の通りであります。 

担保資産 担保に対する借入金 

区分 金額(千円) 区分 金額(千円) 

建物 
（うち財
団抵当）

1,047,452
(1,040,754)

短期 
借入金 3,105,307

機械装置

(うち財

団抵当) 

330,833

(330,833)  

工具器具
備品 
(うち財
団抵当) 

205,896

(205,896)  

土地 
(うち財
団抵当) 

31,588

(13,288)  

投資有価
証券 671,908

長期 
借入金 753,838

計 2,287,678 計 3,859,145

※３ 消費税等の取扱い 

    同左 

 

 

※４ 中間連結会計期間末日満期手形 

中間連結会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換日を

もって決済処理をしております。な

お、当中間連結会計期間の末日は金

融機関の休日であったため、次の中

間連結会計期間末日満期手形が中間

連結会計期間末残高に含まれており

ます。 

 受取手形             63,597千円

支払手形            166,309千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

4,186,725千円

※２ 固定資産のうち借入金の担保に供し

ている資産及び担保に対する借入金

は次の通りであります。 

担保資産 担保に対する借入金 

区分 金額(千円) 区分 金額(千円) 

建物 
（うち財
団抵当）

1,067,680 
(1,060,843) 

短期 
借入金 3,105,302

機械装置

(うち財

団抵当) 

347,371 

(347,371)  

工具器具
備品 
(うち財
団抵当) 

205,201 

(205,201)  

土地 
(うち財
団抵当) 

31,588 

(13,288)  

投資有価
証券 671,908 

長期 
借入金 828,992

計 2,323,749 計 3,934,295

※３     ―――――― 

 

 

 

※４     ―――――― 
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（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年4月 1日 

  至 平成17年9月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年4月 1日 

  至 平成18年9月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年4月 1日 

  至 平成18年3月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な

費目及び金額は次のとおりでありま

す。 

給料諸手当   446,894千円 

減価償却費    8,005千円 

退職給付 

引当金繰入額   20,599千円 

役員退職慰労 

引当金繰入額     21,177千円 

研究開発費   163,994千円 

保証修理費   117,889千円 

賞与       96,755千円 

 

 

※２ 減損損失 

当社グループは、以下の資産につ

いて減損損失を計上しました。 

用途 種類 場所 
金額 

(千円) 

遊休 土地 
福島県 

白河市 114,561 

計 114,561 

(経緯) 

上記の土地については、鉄道信号製品製

造工場建設予定地として取得しましたが、

景気の低迷による需要の落ち込み等により

現在は遊休資産としております。 

今後の利用計画も無く、地価も著しく下

落しているため、減損損失を認識いたしま

した。 

(グルーピングの方法) 

グルーピングについては、事業部門を基

本としております。将来の使用が見込まれ

ていない遊休資産については個々の物件単

位でグルーピングしております。 

(回収可能価額の算定方法等) 

正味売却価額、固定資産税評価基準 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な

費目及び金額は次のとおりでありま

す。 

給料諸手当   390,809千円 

役員賞与 

引当金繰入額   18,402千円 

減価償却費    6,808千円 

退職給付 

引当金繰入額   18,709千円 

役員退職慰労 

引当金繰入額     19,702千円 

研究開発費   195,119千円 

保証修理費   103,920千円 

賞与      110,002千円 

―――――― 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な

費目及び金額は次のとおりでありま

す。 

給料諸手当   771,440千円 

減価償却費    15,819千円 

研究開発費   597,132千円 

保証修理費   317,585千円 

賞与      200,985千円 

 

 

 

 

 

※２ 減損損失 

当社グループは、以下の資産につ

いて減損損失を計上しました。 

用途 種類 場所 
金額 

(千円) 

遊休 土地 
福島県 

白河市 114,561

遊休 土地 

福島県 

西白河郡

西郷村 
  5,642

計 120,204

(経緯) 

上記の土地については、工場建設予定地

及び保養施設用地として取得しましたが、

景気の低迷による需要の落ち込み等により

現在は遊休資産としております。 

今後の利用計画も無く、地価も著しく下

落しているため、減損損失を認識いたしま

した。 

(グルーピングの方法) 

グルーピングについては、事業部門を基

本としております。将来の使用が見込まれ

ていない遊休資産については個々の物件単

位でグルーピングしております。 

(回収可能価額の算定方法等) 

正味売却価額、固定資産税評価基準 
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(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間（自平成18年4月1日 至平成18年9月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

発行済株式  

 普通株式(千株) 17,909 ― 10 17,899

自己株式  

 普通株式(千株) 108 10 ― 118

  （変動事由の概要）自己株式の増加は、全て単元未満株式の買取によるものであります。 

 

２．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 

(千円) 

１株当たり配当額 

(円) 
基準日 効力発生日 

平成18年6月29日 

定時株主総会 
普通株式 125,366 7.0 平成18年3月31日 平成18年6月30日 

 

 (2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となるもの 

     該当事項はありません。 

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年4月 1日 

  至 平成17年9月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年4月 1日 

  至 平成18年9月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年4月 1日 

  至 平成18年3月31日) 

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間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17年9月30日現在) 

(千円) 

 現金及び預金勘定        2,302,607 

 預入期間が3ヶ月を 

 越える定期預金           △85,500 

―――――――――――――――― 

現金及び現金同等物      2,217,107 

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間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18年9月30日現在)

(千円)

 現金及び預金勘定        2,765,070 

 預入期間が3ヶ月を 

 越える定期預金           △59,500 

―――――――――――――――― 

現金及び現金同等物      2,705,570 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連

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18年3月31日現在)

(千円)

 現金及び預金勘定        1,642,987 

 預入期間が3ヶ月を 

 越える定期預金           △61,500 

―――――――――――――――― 

現金及び現金同等物      1,581,487 
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①セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自平成17年4月1日・至平成17年9月30日） （単位 千円）

 鉄 道 信 号

関 連 事 業

産業用機器

関 連 事 業
計 

消 去 

又 は 全 社 
連 結

6,457,383 924,138 7,381,522 ― 7,381,522

Ⅰ 売上高及び営業損益 

(1)外部顧客に対する売上高 

(2)セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 9,396 144,977 154,374 (154,374) ― 

計 6,466,779 1,069,116 7,535,896 (154,374) 7,381,522

5,688,666 1,033,468 6,722,135 242,786  6,964,921営 業 費 用 

営 業 利 益 778,113 35,647 813,761 (397,160) 416,600

 

当中間連結会計期間（自平成18年4月1日・至平成18年9月30日） （単位 千円）

 鉄 道 信 号

関 連 事 業

産業用機器

関 連 事 業
計 

消 去 

又 は 全 社 
連 結

7,029,909 851,491 7,881,400 ― 7,881,400

Ⅰ 売上高及び営業損益 

(1)外部顧客に対する売上高 

(2)セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 10,437 212,932 223,370 (223,370) ― 

計 7,040,346 1,064,423 8,104,770 (223,370) 7,881,400

6,092,210 982,147 7,074,357 190,192  7,264,549営 業 費 用 

営 業 利 益 948,136 82,275 1,030,412 (413,562) 616,850

前連結会計年度（自平成17年4月1日・至平成18年3月31日） （単位 千円）

 鉄 道 信 号

関 連 事 業

産業用機器

関 連 事 業
計 

消 去 

又 は 全 社 
連 結

15,022,377 1,865,960 16,888,337 ― 16,888,337

Ⅰ 売上高及び営業損益 

(1)外部顧客に対する売上高 

(2)セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 20,280 347,616 367,896 (367,896) ― 

計 15,042,658 2,213,576 17,256,234 (367,896) 16,888,337

13,330,518 2,130,808 15,461,326 433,097  15,894,424営 業 費 用 

営 業 利 益 1,712,140 82,767 1,794,907 (800,993) 993,913

 
1.事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

2.各事業の主な製品  鉄道信号関連事業------鉄道信号保安装置及び設置工事 

          産業機器関連事業------産業用機器・金型・塗装・金属表面処理 

3.営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費の主なものは、親会社本社の総務部・経理部の労務

費・経費であります。 

前中間連結会計期間   388,249千円 

当中間連結会計期間   409,212千円 

前連結会計年度     787,050千円 
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 ｂ．所在地別セグメント情報 

 前中間連結会計期間（自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日）及び当中間連結会計期間(自 平成18年4

月1日 至 平成18年9月30日)並びに前連結会計年度（自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日） 

在外連結子会社及び在外支店がありませんので記載を省略しております。 

 

 ｃ．海外売上高 

     前中間連結会計期間（自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日）及び当中間連結会計期間(自 平成18年4

月1日 至 平成18年9月30日)並びに前連結会計年度（自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日） 

海外売上高は連結売上高の10％未満ですので記載を省略しております。 

 

 

 

②リース取引関係 

  半期報告書についてもＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

 

 

 

③有価証券関係 

 

１．時価のある有価証券                                   （単位 千円） 

区分 
前中間連結会計期間末 

（平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年9月30日） 

前連結会計年度末 

（平成18年3月31日） 

そ の 他 

有 価 証 券 

取 得 

原 価 

中 間 連 結

貸借対照表

計  上  額

差 額 
取 得 

原 価 

中 間 連 結

貸借対照表

計  上  額

差 額 
取 得 

原 価 

連 結

貸借対照表

計  上  額

差 額 

 株式 1,290,131 2,694,887 1,404,756 1,290,129 3,208,396 1,918,267 1,290,129 3,366,745 2,076,615

合  計 1,290,131 2,694,887 1,404,756 1,290,129 3,208,396 1,918,267 1,290,129 3,366,745 2,076,615

 

 

２．時価評価されていない主な有価証券                             （単位 千円）

区   分 
前中間連結会計期間末 

(平成17年9月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年9月30日) 

前連結会計年度末 

(平成18年3月31日) 

その他有価証券 
中間連結貸借対照表

計 上 額

中間連結貸借対照表 

計 上 額 

連 結 貸 借 対 照 表

計 上 額

 非上場株式 227,356 229,356 227,356

 

 

合  計 227,356 229,356 227,356
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（１株当たり情報） 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年4月 1日 

  至 平成17年9月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年4月 1日 

  至 平成18年9月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年4月 1日 

  至 平成18年3月31日) 

１株当たり純資産額           463.85円 

１株当たり中間純利益           4.45円 

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

１株当たり純資産額           505.10円 

１株当たり中間純利益          17.15円 

 同左 

１株当たり純資産額           500.15円 

１株当たり当期純利益        18.43円 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

 

 

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。       （単位 千円） 

 前中間連結会計期間 

(自 平成17年4月 1日 

  至 平成17年9月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年4月 1日 

  至 平成18年9月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年4月 1日 

  至 平成18年3月31日) 

１株当たり中間（当期）純利益  

 中間（当期）純利益 79,734 307,043 379,618

 普通株主に帰属しない金額 

 （利益処分による取締役賞与金） 

 

― 

 

― 49,400

 普通株式に係る中間（当期）純利益 79,734 307,043 330,218

 期中平均株式数（千株） 17,923 17,902 17,919

 

 

 

（継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況） 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年4月 1日 

  至 平成17年9月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年4月 1日 

  至 平成18年9月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年4月 1日 

  至 平成18年3月31日) 

該当事項はありません。 同左 同左 
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５．生産、受注及び販売の状況 

 

(１)生産実績                                          

 当中間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 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年4月 1日 

  至 平成17年9月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年4月 1日 

  至 平成18年9月30日) 

比較増減 

 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 前年同期比(％)

鉄道信号関連事業 6,474,849 7,417,117 942,268 14.5 

産業用機器関連事業 1,069,347 1,341,334 271,986 25.4 

合 計 7,544,196 8,758,452 1,214,255 16.1 

(注)１ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

   ２ 金額は、販売価格によっております。 

   ３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 

(２)受注実績 

 当中間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 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年4月 1日 

  至 平成17年9月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年4月 1日 

  至 平成18年9月30日) 

比較増減 

 受注高（千円） 受注残高(千円) 受注高（千円） 受注残高(千円) 受注高（千円） 受注残高(千円) 

鉄道信号関連事業 6,513,443 6,317,980 5,285,558 4,934,601 △1,227,885 △1,383,379 

産業用機器関連事業 930,137 301,517 878,993 234,098 △51,144 △67,419 

合 計 7,443,580 6,619,497 6,164,551 5,168,699 △1,279,029 △1,450,798 

(注)１ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

   ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 

(３)売上実績 

 当中間連結会計期間における売上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 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年4月 1日 

  至 平成17年9月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年4月 1日 

  至 平成18年9月30日) 

比較増減 

 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 前年同期比(％)

鉄道信号関連事業 6,457,383 7,029,909 572,525 8.9 

産業用機器関連事業 924,138 851,491 △72,647 △7.9 

合 計 7,381,522 7,881,400 499,878 6.8 

(注)１ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

   ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 




