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（財）財務会計基準機構会員  

平成 20 年３月期 決算短信 
平成 20 年５月 20 日 

 

 
（百万円未満切捨て） 

１．20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 
(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
20 年３月期 15,932 △7.4 796 △31.0 824 △19.9 431 △29.6
19 年３月期 17,213 1.9 1,153 16.1 1,029 19.9 613 61.5

 

 
１ 株 当 た り 
当 期 純 利 益 

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自 己 資 本
当期純利益率

総 資 産 
経 常 利 益 率 

売 上 高
営 業 利 益 率

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％
20 年３月期 24 15 － 4.6 4.1 5.0
19 年３月期 34 25 － 6.7 5.1 6.7

（参考） 持分法投資損益  20 年３月期 －百万円 19 年３月期 －百万円 
 
(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
20 年３月期 19,807 9,222 46.6 515 87
19 年３月期 20,278 9,403 46.4 525 57

（参考） 自己資本  20 年３月期 9,222 百万円 19 年３月期 9,403 百万円 
 
(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
20 年３月期 1,139 △359 △329 3,027
19 年３月期 1,489 △174 △319 2,577

 
 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 
(基準日) 中間期末 期末 年間 

配当金総額 
（年間） 

配当性向 
（連結） 

純資産配当率
（連結） 

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
19 年３月期 － 7 00 7 00 125 20.4 1.4
20 年３月期 － 7 00 7 00 125 29.0 1.3
21 年３月期 
（予想） 

－ 7 00 7 00 27.8 

 
 
３．21 年３月期の連結業績予想（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭
第２四半期連結累計期間 7,100 3.8 180 △32.5 180 △31.6 90 △14.5 5 03

通     期 17,000 6.7 800 0.5 840 1.9 450 4.2 25 16
 

上 場 会 社 名  大同信号株式会社 上場取引所  東証二部 
コ ー ド 番 号  6743 ＵＲＬ http://www.daido-signal.co.jp/ 
代 表 者 (役職名) 代表取締役 （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 
定時株主総会開催予定日 平成20年６月27日 配当支払開始予定日  平成20年６月30日
有価証券報告書提出予定日 平成20年６月27日  
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４．その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更に伴う特定子会社の異動） 無  
  
(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの） 
 ① 会計基準等の改正に伴う変更 有  
 ② ①以外の変更 有  
 (注)詳細は、15 ページ「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」をご覧ください。 
  
(3) 発行済株式数（普通株式） 
 ①期末発行済株式数（自己株式を含む）20 年３月期 18,018,000 株 19 年３月期 18,018,000株 
 ②期末自己株式数 20 年３月期 139,680 株 19 年３月期 125,473 株 
 (注)１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、28ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。 
 
 
（参考）個別業績の概要 
 
1.20 年３月期の個別業績（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日） 
 (1) 個別経営成績 (％表示は対前期増減率) 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
20 年３月期 14,573 △8.4 617 △28.4 714 △8.7 396 △19.0
19 年３月期 15,907 3.4 862 8.5 782 8.0 489 52.4

 

 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

 円 銭 円 銭
20 年３月期 22 20 －
19 年３月期 27 37 －

 
(2) 個別財政状態 

 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
20 年３月期 18,145 8,136 44.8 455 11
19 年３月期 18,526 8,352 45.1 466 81

（参考） 自己資本  20 年３月期 8,136 百万円 19 年３月期 8,352 百万円 
 
 
２．21 年３月期の個別業績予想（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭
第２四半期累計期間 6,500 4.3 100 △28.2 150 △27.1 85 △16.2 4 75

通     期 15,500 6.4 630 2.0 720 0.8 400 0.8 22 37
 
 
※上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要

素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
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１．経営成績 

 
(1) 経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国経済は、設備投資は伸び悩みましたが、輸出の増加に支えられ、景気は堅調に推移い

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も

あり、受注活動は順調に推移いたしました。 

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。 

しかしながら、当連結会計年度の業績につきましては、売上高は、踏切装置機器、軌道回路機器、ＡＴＳ（自動列車

停止装置）などのベース製品は増加しましたが、システム製品の減少が大きく１５９億３２百万円と前期比７．４％の

減収、経常利益は８億２４百万円と前期比１９．９％の減益、当期純利益は４億３１百万円と前期比２９．６％の減益

となりました。 

受注高につきましては、１６１億３２百万円を確保し、落ち込みの大きかった前期と比べ１８．９％の増加となりま

した。 

 

事業のセグメント別の状況 

 

［鉄道信号関連事業］ 

ＡＴＣ（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群に、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１４１億４４百万円と前

期比８．１％の減少となりました。 

ユーザー別には、JR 各社向け信号機器の売上を主体として、大阪市交通局向け継電連動装置、東京地下鉄向け列車

緊急停止装置、横浜市交通局向けＡＴＣ・電子連動装置更新工事、西武鉄道・東急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、台湾新幹線向け軌道回路機器などで、売上高は６３百万円と前期比１億７８百万円の

減少となりました。 

受注面ではＡＴＣ、集中監視装置などが減少しましたが、運行管理装置、電子連動装置、閉塞装置、踏切障害物検

知装置、踏切装置機器などが増加し、受注高は１４３億４３百万円と前期比２２．４％の増加となりました。 

 

［産業用機器関連事業］ 

当事業の主力製品は、電子計算機周辺機器、情報通信機器、梯子車・化学車制御装置、可塑成形、金属メッキおよ

び金型などで、売上高は１７億８８百万円と前期比２．２％の減少となりました。 

受注面では、情報通信機器、梯子車・化学車制御装置は増加しましたが、金属メッキ、可塑成形、金型が減少し、

受注高は１７億８８百万円と前期比２．８％の減少となりました。 

 

 

次期の連結業績の見通しにつきましては、売上高１７０億円(前期比６．７％)、経常利益８億４０百万円（前期比

１．９％）、当期純利益４億５０百万円(前期比４．２％)を見込んでおります。 

 

 

(2) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債および純資産の状況 

（資産の部） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて１億４８百万円増加し、１４５億７５百万円となりました。 

これは、受取手形及び売掛金が７億７１百万円減少しましたが、現金及び預金が４億５９百万円・たな卸資産

が４億１百万円増加したことなどによるものであります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて６億１９百万円減少し、５２億３１百万円となりました。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて 4億７０百万円減少し、１９８億７百万円となりました。 
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（負債の部） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて２４百万円増加し、８３億７０百万円となりました。これは、短期借

入金が３０百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金が５８百万円、未払法人税等が４０百万円増加したこ

となどによるものであります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて３億１４百万円減少し、２２億１４百万円となりました。これは、長

期借入金が１億６９百万円・繰延税金負債が１億９６百万円減少したことなどによるものであります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて２億９０百万円減少し、１０５億８４百万円となりました。 

 

（純資産の部） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて１億８０百万円減少し、９２億２２百万円となりました。これは、

当期純利益を４億３１百万円計上しましたが、配当金支払いにより１億２５百万円が減少及びその他有価証券

評価差額金が４億８３百万円減少したことなどによるものであります。 

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べて０．２％増加し、４６．６％となりました。また１株

当たり純資産は、前連結会計年度末に比べて９円７０銭減少し、５１５円８７銭となりました。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度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４億５０百万

円増加し、当連結会計年度末には、３０億２７百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、１１億３９百万円（前連結会計年度比３億５０百万円減）となりました。収

入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益８億１８百万円、減価償却費２億８４百万円、売上債権の減少額７

億７１百万円であり、支出の主な内訳は、法人税等の支払額３億８３百万円、たな卸資産の増加額４億１百万

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、３億５９百万円（前連結会計年度比１億８５百万円増）となりました。 

これは、主に有形固定資産の取得による支出１億９１百万円、投資有価証券の取得による支出１億６１百万円

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、３億２９百万円（前連結会計年度比１０百万円増）となりました。 

これは、主に長期借入金の収支による支出１億９３百万円、配当金の支払額１億２５百万円によるものであり

ます。 
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（参考）キャッシュ･フロー指標のトレンド 

 平成 16 年３月期 平成 17 年３月期 平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期

自己資本比率（％） 37.7 41.2 44.0 46.4 46.6

時価ベースの自己資本比率（％） 34.7 31.9 35.1 29.8 22.1
キャッシュ・フロー対有利子負債比率

（倍） 
－ 2.1 3.9 2.6 3.2

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － 24.5 16.0 23.3 15.7

 （注）１．自己資本比率：自己資本／総資産 
    ２．時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

    ３．キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

    ４．インタレスト・カバレッジ・レシオ：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。 

④ 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。 

※ 平成 16 年 3 月期では営業キャッシュ・フローがマイナスのため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率、イ

ンタレスト・カバレッジ・レシオは算定しておりません。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当 

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。 

この基本方針に基づき、当期の配当金は１株につき７円を予定しております。 

次期の配当金につきましても、１株７円を予定しております。 

 

(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 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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２．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 
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３．経営方針 
 

(1) 会社の経営の基本方針 
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) 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。 

 

(3) 企業集団の対処すべき課題 
今後のわが国経済の見通しにつきましては、原油・原材料価格の高騰と円高基調に加え、サブプライムローン問

題による米国経済の減速の影響など懸念材料が多く、景気は先行き不透明な状況で推移するものと想定されます。 

当社グループといたしましては、当期は中期経営計画『PLAN ２００８』の２年目にあたり、経営基盤の強化に取

り組んでまいりました。 

平成２０年度は 終年度にあたり、まず第一に、営業・技術が一体となった提案型営業の推進により、受注の獲

得と拡大に取り組みます。第二に、踏切装置機器などのベースとなる製品群の品揃えの強化のため新技術開発に取

り組み、シエアーの拡大を目指します。第三に、素材の値上がりに対処するため材料費のコストダウンに努めると

ともに、業務プロセスの改革や生産管理体制の強化などにより、生産効率の向上に取り組みます。
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４．連結財務諸表等 

 (1) 連結貸借対照表 

 

  
前連結会計年度 

(平成19年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成20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

(％)

 （資産の部）    

 Ⅰ 流動資産    

  現金及び預金  2,619,030  3,078,920 

  受取手形及び売掛金 ※3 5,659,924  4,888,126 

  たな卸資産  5,811,987  6,213,834 

  繰延税金資産  326,309  362,600 

  その他  14,693  37,191 

  貸倒引当金  △4,258  △4,870 

 流動資産合計  14,427,687 71.1  14,575,803 73.6

 Ⅱ 固定資産    

  １ 有形固定資産 ※1､2   

   建物及び構築物  1,371,433 1,293,139  

   その他  672,180 621,571  

 有形固定資産合計  2,043,613 10.1  1,914,710 9.7

  ２ 無形固定資産  43,298 0.2  50,771 0.2

  ３ 投資その他の資産    

   投資有価証券 ※2 3,548,823 2,896,869  

   長期貸付金  25,992 23,680  

   繰延税金資産  97,289 254,657  

   その他  91,913 91,239  

 投資その他の資産合計  3,764,018 18.6  3,266,447 16.5

 固定資産合計  5,850,930 28.9  5,231,929 26.4

 資産合計  20,278,618 100.0  19,807,732 100.0
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前連結会計年度 
(平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成20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
(％)

 （負債の部）    

 Ⅰ 流動負債    

  支払手形及び買掛金 ※3 3,351,664  3,410,093 

  短期借入金  3,156,482  3,126,030 

  未払法人税等  312,096  353,033 

  役員賞与引当金  47,100  36,110 

  その他  1,478,207  1,445,170 

 流動負債合計  8,345,551 41.2  8,370,437 42.2

 Ⅱ 固定負債    

  長期借入金  686,158  516,627 

  繰延税金負債  196,291  － 

  退職給付引当金  1,500,603  1,524,900 

  役員退職慰労引当金  146,262  172,874 

 固定負債合計  2,529,315 12.4  2,214,402 11.2

 負債合計  10,874,867 53.6  10,584,840 53.4

    

 （純資産の部）    

 Ⅰ 株主資本    

  資本金  1,500,039 7.4  1,500,039 7.6

  資本剰余金  1,233,716 6.1  1,233,716 6.2

  利益剰余金  5,506,139 27.2  5,812,823 29.3

  自己株式  △34,558 △0.2  △39,070 △0.1

 株主資本合計  8,205,337 40.5  8,507,509 43.0

 Ⅱ 評価・換算差額等    

  その他有価証券評価差額金  1,198,413 5.9  715,382 3.6

 評価・換算差額等合計  1,198,413 5.9  715,382 3.6

 純資産合計  9,403,751 46.4  9,222,892 46.6

 負債純資産合計  20,278,618 100.0  19,807,732 100.0
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(2) 連結損益計算書 

 

  

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20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

(％)

Ⅰ 売上高  17,213,597 100.0  15,932,968 100.0

Ⅱ 売上原価  13,031,301 75.7  12,089,538 75.9

   売上総利益  4,182,296 24.3  3,843,429 24.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 3,028,436 17.6  3,047,020 19.1

   営業利益  1,153,859 6.7  796,409 5.0

Ⅳ 営業外収益  110,729 0.6  104,791 0.7

Ⅴ 営業外費用  234,998 1.3  76,653 0.5

   経常利益  1,029,591 6.0  824,548 5.2

Ⅵ 特別利益   

 貸倒引当金戻入額  590 590 0.0 842 842 0.0

Ⅶ 特別損失   

 固定資産除却損  9,749 5,656 

 会員権評価損  － 9,749 0.1 1,680 7,336 0.1

   税金等調整前当期純利益  1,020,432 5.9  818,053 5.1

   法人税、住民税及び事業税  498,491 445,920 

   法人税等調整額  △91,179 407,311 2.3 △59,798 386,121 2.4

   当期純利益  613,120 3.6  431,931 2.7
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(3) 連結株主資本等変動計算書 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 

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(千円) 1,500,039 1,233,716 5,068,385 △28,885 7,773,256

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当 △125,366  △125,366

 当期純利益 613,120  613,120

 自己株式の取得 △5,673 △5,673

 役員賞与 △50,000  △50,000

 株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

 ―

連結会計年度中の変動額合計 

(千円) 
－ － 437,754 △5,673 432,081

平成19年３月31日残高(千円) 1,500,039 1,233,716 5,506,139 △34,558 8,205,337

 

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(千円) 1,233,509 9,006,766

連結会計年度中の変動額 

 剰余金の配当 △125,366

 当期純利益 613,120

 自己株式の取得 △5,673

 役員賞与 △50,000

 株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

△35,096 △35,096

連結会計年度中の変動額合計 

(千円) 
△35,096 396,984

平成19年３月31日残高(千円) 1,198,413 9,403,751
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当連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

 

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19年３月31日残高(千円) 1,500,039 1,233,716 5,506,139 △34,558 8,205,337

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当 △125,247  △125,247

 当期純利益 431,931  431,931

 自己株式の取得 △4,512 △4,512

 株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

 ―

連結会計年度中の変動額合計 

(千円) 
－ － 306,684 △4,512 302,172

平成20年３月31日残高(千円) 1,500,039 1,233,716 5,812,823 △39,070 8,507,509

 

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19年３月31日残高(千円) 1,198,413 9,403,751

連結会計年度中の変動額 

 剰余金の配当 △125,247

 当期純利益 431,931

 自己株式の取得 △4,512

 株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

△483,030 △483,030

連結会計年度中の変動額合計 

(千円) 
△483,030 △180,858

平成20年３月31日残高(千円) 715,382 9,222,892
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

 

  

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

区分 
注記

番号
金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

 税金等調整前当期純利益  1,020,432 818,053

 減価償却費  251,215 284,674

 貸倒引当金の増減額  196 612

 役員賞与引当金の増減額  47,100 △10,990

 退職給付引当金の増減額  79,877 24,297

 役員退職慰労引当金の増減額  10,123 26,612

 受取利息及び受取配当金  △35,997 △41,521

 支払利息  63,808 72,582

 売上債権の増減額  946,913 771,798

 たな卸資産の増減額（△は増加）  164,895 △401,847

 仕入債務の増減額（△は減少）  △97,312 40,971

 役員賞与の支払額  △50,000 －

 固定資産除却損  9,749 5,656

 未払消費税等の増減額  △20,081 △40,232

 未払費用の増減額  52,579 48,734

 その他の流動資産の増減額  △304 △22,497

 その他の流動負債の増減額  △446,614 △1,147

 その他  7,028 △21,786

    小計  2,003,611 1,553,971

 利息及び配当金の受取額  35,997 41,521

 利息の支払額  △63,808 △72,582

 法人税等の支払額  △485,945 △383,120

    営業活動によるキャッシュ・フロー  1,489,855 1,139,789

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 △88,000

 定期預金の払戻による収入  94,500 78,500

 有形固定資産の取得による支出  △207,177 △191,831

 投資有価証券の取得による支出  △14,650 △161,229

 貸付金の回収による収入  2,302 2,312

 その他  25,319 674

    投資活動によるキャッシュ・フロー  △174,206 △359,574

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  10,000 10,000

 短期借入金の返済による支出  △16,000 △16,000

 長期借入による収入  － 500,000

 長期借入金の返済による支出  △182,550 △693,982

 自己株式の取得による支出  △5,673 △4,512

 配当金の支払額  △125,382 △125,329

    財務活動によるキャッシュ・フロー  △319,606 △329,824

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  996,042 450,390

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,581,487 2,577,530

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  2,577,530 3,027,920

  

 



 大同信号株式会社（6743） 平成 20 年 3月期 決算短信 

― 14 ― 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

前連結会計年度 

 自 平成18年 4月 1日 

 至 平成19年 3月31日 

当連結会計年度 

 自 平成19年 4月 1日 

 至 平成20年 3月31日 

１ 連結の範囲に関する事項 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 

   大同テクノサービス株式会社 

   株式会社大同システムズ 

同左 

２ 持分法の適用に関する事項 ２ 持分法の適用に関する事項 

持分法を適用した非連結子会社 

該当ありません。 

同左 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 ３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

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。 

同左 

４ 会計処理基準に関する事項 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)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 

   決算期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 

   移動平均法による原価法 

②たな卸資産 

製品・原材料 

   移動平均法による原価法 

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 

同左 

 

 

時価のないもの 

同左 

②たな卸資産 

製品・原材料 

同左 

仕掛品・未成工事支出金 

同左 
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前連結会計年度 

 自 平成18年 4月 1日 

 至 平成19年 3月31日 

当連結会計年度 

 自 平成19年 4月 1日 

 至 平成20年 3月31日 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 (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 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。 

 

 

――――――― 

同左 

 

 

 

 

 

（会計方針の変更） 

 有形固定資産の減価償却の方法については、法人税法

の改正（（所得税法等の一部を改正する法律 平成 19 年

3月 30 日 法律第 6号）及び（法人税法施行令の一部を

改正する政令 平成 19 年 3 月 30 日 政令第 83 号））に

伴い、当連結会計年度から、平成 19 年 4 月 1 日以降に

取得した資産については、改正後の法人税法に基づく方

法に変更しております。 

 これに伴い、前連結会計年度と同一の方法によった場

合と比べ、営業利益、経常利益、税金等調整前当期純利

益がそれぞれ 8,839 千円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響については、当該

箇所に記載しております。 

（追加情報） 

 当連結会計年度から、平成 19 年 3月 31 日以前に取得

した資産については、償却可能限度額まで償却が終了し

た翌年度から取得価格の 5％相当額と備忘価格との差額

を 5年間で均等償却する方法によっております。 

 これに伴い、前連結会計年度と同一の方法によった場

合と比べ、営業利益、経常利益、税金等調整前当期純利

益がそれぞれ 19,562 千円減少しております。 

②無形固定資産 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。 

同左 
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前連結会計年度 

 自 平成18年 4月 1日 

 至 平成19年 3月31日 

当連結会計年度 

 自 平成19年 4月 1日 

 至 平成20年 3月31日 

(3)重要な引当金の計上基準 (3)重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 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。 

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。 

②役員賞与引当金 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、当連結会

計年度に見合う分を計上しております。 

（会計方針の変更） 

当連結会計年度から「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当期純利益が、47,100 千円減少し

ております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に

掲載しております。 

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、当連結会

計年度に見合う分を計上しております。 

 

――――――― 

③退職給付引当金 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。 

同左 

④役員退職慰労引当金 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

基づく期末要支給額を計上しております。 

同左 

(4)重要なリース取引の処理方法 (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 

(5)その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項 

(5)その他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。

同左 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 ５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

全面時価評価法を採用しております。 同左 

６ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 ６ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金

及び現金同等物）は、手許現金、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 
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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 

 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

１ 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等 １       ――――――― 

当連結会計年度から「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

9,403,751 千円であります。 

連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度にお

ける連結財務諸表は、改正後の連結財務諸表規則により

作成しております。 

 

 

２       ――――――― ２ たな卸資産廃却損に関する会計方針の変更 

 前連結会計年度において営業外費用に計上していた

「たな卸資産廃却損」については、当連結会計年度よ

り売上原価に計上しております。 

これは当社グループの信号保安製品に対する緊急保

守要員の常時配置および緊急保守用品の常備在庫とい

う緊急対応体制をさらに強化したことを受けて、役目

を終えた常備在庫品の廃却損を売上原価に含めること

でより適切に表示することとしたものであります。 

この結果、従来の方法に比べて、売上総利益および

営業利益がそれぞれ 180,979 千円減少しております。

なお、セグメント情報に与える影響については、当

該箇所に記載しております。 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

※１ 固定資産の減価償却累計額 

有形固定資産の減価償却累計額 4,343,733千円

  

※１ 固定資産の減価償却累計額 

有形固定資産の減価償却累計額 4,668,652千円

  

※２ 担保に供している資産並びに担保付債務は次の
とおりであります。 

  担保に供している資産 

建物 1,049,266千円

機械装置 332,306千円

工具器具備品 213,242千円

土地 31,588千円

投資有価証券 840,426千円

合計 2,466,830千円

  

※２ 担保に供している資産並びに担保付債務は次の
とおりであります。 

  担保に供している資産 

建物 988,689千円

機械装置 313,165千円

工具器具備品 174,834千円

土地 31,588千円

投資有価証券 619,110千円

合計 2,127,388千円

  

  担保権によって担保されている債務 

短期借入金 3,138,982千円

長期借入金 686,158千円

合計 3,825,140千円

  

  担保権によって担保されている債務 

短期借入金 3,104,530千円

長期借入金 516,627千円

合計 3,621,158千円

  

※３ 連結会計期間末日満期手形 

期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、当連結会計

年度の末日は金融機関の休日であったため、次の期末

日満期手形が期末残高に含まれております。 

 受取手形             102,781 千円

 支払手形             145,407 千円

※３       ――――――― 
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（連結損益計算書関係） 

 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20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。 

※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                 783,499 千円 

役員賞与引当金繰入額        47,100 千円 

減価償却費                 13,688 千円 

退職給付費用                  37,081 千円 

役員退職慰労引当金繰入額      43,009 千円 

研究開発費                625,935 千円 

保証修理費                232,922 千円 

賞与                   201,435 千円 

 

 

給料諸手当                 745,666 千円 

役員賞与引当金繰入額        36,110 千円 

減価償却費                 15,725 千円 

退職給付費用                  38,608 千円 

役員退職慰労引当金繰入額      39,679 千円 

研究開発費                610,134 千円 

保証修理費                334,838 千円 

賞与                   236,670 千円 

 

 

 

(連結株主資本等変動計算書関係) 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

（株） 
増加 
（株） 

減少 
（株） 

当連結会計年度末 
（株） 

 普通株式 18,018,000 － － 18,018,000
 
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

（株） 
増加 
（株） 

減少 
（株） 

当連結会計年度末 
（株） 

 普通株式 108,554 16,919 － 125,473
 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買い取りによる増加 16,919株 

 

３ 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 平成18年３月31日 平成18年６月30日

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資
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19年6月28日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 125,247 7 平成19年３月31日 平成19年６月29日
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当連結会計年度(自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

(株) 

増加 

(株) 

減少 

(株) 

当連結会計年度末 

(株) 

 普通株式 18,018,000 － － 18,018,000
 
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

(株) 
増加 
(株) 

減少 
(株) 

当連結会計年度末 
(株) 

 普通株式 125,473 14,207 － 139,680
 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買い取りによる増加 14,207株 

 

３ 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19年6月28日 
定時株主総会 

普通株式 125,247 7 平成19年３月31日 平成19年６月29日

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資
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20年6月27日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 125,148 7 平成20年３月31日 平成20年６月30日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

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19年３月31日現在）

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20年３月31日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 2,619,030

預入期間が３ヶ月を超える定期預
金 

△41,500

小計 2,577,530

現金及び現金同等物 2,577,530

  

（千円）

現金及び預金勘定 3,078,920

預入期間が３ヶ月を超える定期預
金 

△51,000

小計 3,027,920

現金及び現金同等物 3,027,920

  
    
 

 

 

（リース取引関係） 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 

 

 

（有価証券関係） 
決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 
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（退職給付関係） 

 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日  
  至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日  

  至 平成20年３月31日） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

提出会社の退職金制度は、70％相当額について適格退
職年金制度を採用し、残額については退職一時金を充
当しております。 

連結子会社は退職一時金制度を採用しております。 

 

１ 採用している退職給付制度の概要 

同左 

２ 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 2,224,358千円

年金資産 △689,412千円

未積立退職給付債務 1,534,946千円

未認識数理計算上の差異 △34,342千円

連結貸借対照表計上額純額 1,500,603千円

退職給付引当金 1,500,603千円

連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり簡便法
を採用しております。 

 

２ 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 2,246,866千円

年金資産 △701,693千円

未積立退職給付債務 1,545,172千円

未認識数理計算上の差異 △20,272千円

連結貸借対照表計上額純額 1,524,900千円

退職給付引当金 1,524,900千円

連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり簡便法
を採用しております。 

 

３ 退職給付費用に関する事項 

勤務費用 128,638千円

利息費用 52,291千円

期待運用収益 △14,221千円

数理計算上の差異の費用処理額 35,456千円

退職給付費用 202,165千円

簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用
は勤務費用に含めて計上しております。 

 

３ 退職給付費用に関する事項 

勤務費用 132,828千円

利息費用 50,205千円

期待運用収益 △13,788千円

数理計算上の差異の費用処理額 34,873千円

退職給付費用 204,118千円

簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は
勤務費用に含めて計上しております。 

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

割引率 2.5％

期待運用収益率 2％

数理計算上の差異の処理年数 10年

（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
数による定率法で費用処理する方法。 

ただし、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 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

割引率 2.5％  

期待運用収益率 2％  

数理計算上の差異の処理年数 10年  

（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
数による定率法で費用処理する方法。 

ただし、翌連結会計年度から費用処理することとし
ております。） 
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（税効果会計関係） 

 

前連結会計年度 

(平成19年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成20年３月31日) 

１ 繰越税金資産及び繰越税金負債の発生の主な原因
別の内訳 

（千円）

繰延税金資産 

  退職給付引当金 601,280

  役員退職慰労引当金 59,382

  未払事業税 36,437

  未払賞与金 225,440

  減価償却費 44,159

  減損損失 48,803

  その他 79,725

  小計 1,095,227

  評価性引当額 △48,803

 繰延税金資産合計 1,046,424

繰延税金負債 

  その他有価証券評価差額金 △819,117

 繰延税金負債合計 △819,117

繰延税金資産(負債)の純額 227,307

  

１ 繰越税金資産及び繰越税金負債の発生の主な原因
別の内訳 

（千円）

繰延税金資産 

  退職給付引当金 613,047

  役員退職慰労引当金 70,460

  未払事業税 33,372

  未払賞与金 230,425

  減価償却費 46,419

  減損損失 48,803

  その他 112,498

  小計 1,155,026

  評価性引当額 △48,803

 繰延税金資産合計 1,106,223

繰延税金負債 

  その他有価証券評価差額金 △488,965

 繰延税金負債合計 △488,965

繰延税金資産(負債)の純額 617,258

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

（％）

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

（％）

法定実効税率 40.6

（調整） 

 住民税均等割額 2.2

 交際費等永久に損金に算入され
ない項目 

1.7

 受取配当金等永久に益金に算入
されない項目 

△2.3

 研究開発費減税 △2.6

 その他 0.3

税効果会計適用後の法人税等の負
担率 

39.9

  

法定実効税率 40.6

（調整） 

 住民税均等割額 2.7

 交際費等永久に損金に算入され
ない項目 

3.7

 受取配当金等永久に益金に算入
されない項目 

△0.6

 研究開発費減税 △3.2

 所得から控除される所得税 2.0

 その他 2.0

税効果会計適用後の法人税等の負
担率 

47.2
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 

 
鉄道信号関連事業 

(千円) 

産業用機器関連事業

(千円) 
計 

(千円) 

消去又は 
全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

 売上高  

 (1)外部顧客に対す
る売上高 

15,384,334 1,829,263 17,213,597 － 17,213,597

 (2)セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

19,569 398,083 417,652 （417,652） －

計 15,403,903 2,227,346 17,631,250 （417,652） 17,213,597

 営業費用 13,558,912 2,088,816 15,647,728 412,009  16,059,738

 営業利益 1,844,991 138,530 1,983,521 （829,662） 1,153,859

Ⅱ 資産、減価償却費
及び資本的支出 

 

 資産 11,858,533 1,683,744 13,542,277 6,736,340 20,278,618

 減価償却費 194,254 25,492 219,746 31,468 251,215

 資本的支出 148,430 75,677 224,107 36,162 260,270
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当連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

 

 
鉄道信号関連事業 

(千円) 

産業用機器関連事業

(千円) 
計 

(千円) 

消去又は 

全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

 売上高  

 (1)外部顧客に対す
る売上高 

14,144,136 1,788,831 15,932,968 － 15,932,968

 (2)セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

21,618 454,728 476,346 （476,346） －

計 14,165,754 2,243,559 16,409,314 （476,346） 15,932,968

 営業費用 12,647,782 2,164,567 14,812,350 324,208   15,136,558

 営業利益 1,517,971 78,992 1,596,964 （800,555） 796,409

Ⅱ 資産、減価償却費
及び資本的支出 

 

 資産 11,533,222 1,808,604 13,341,826 6,465,905 19,807,732

 減価償却費 223,273 28,606 251,880 32,794 284,674

 資本的支出 131,338 21,841 153,179 456 153,635

(注) 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 

(1) 鉄道信号関連事業………鉄道信号保安装置及び設置工事 

(2) 産業用機器関連事業……産業用機器・金型・塗装・金属表面処理 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社の総務部・

経理部の人件費・経費で、前連結会計年度は820,962千円、当連結会計年度は804,382千円であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での現金及び預金・投資有価

証券および管理部門に係る資産等で、前連結会計年度は6,736,340千円、当連結会計年度は6,465,905千

円であります。 

５ 会計方針の変更 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (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（会計方針の変更）」に記載の通り、当連結会計年

度から「法人税法の改正 （（所得税法等の一部を改正する法律 平成19年3月30日 法律第6号）及び（法

人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年3月30日 政令第83号））」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、当連結会計年度における営業費用は「鉄道信号関

連事業」が8,106千円、「産業用機器関連事業」が732千円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しており

ます。 

 

「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 ２ たな卸資産廃却損に関する会計方針

の変更」に記載の通り、前連結会計年度において営業外費用に計上していた「たな卸資産廃却損」につ

いては、当連結会計年度より売上原価に計上しております。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度における営業費用は「鉄道信号関

連事業」が142,775千円、「産業用機器関連事業」が38,203千円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少し

ております。 
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【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日）及び当連結会計年度（自 平成 19 年４月１日 

至 平成 20 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。 

 

【海外売上高】 

前連結会計年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日）及び当連結会計年度（自 平成 19 年４月１日 

至 平成 20 年３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。 
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【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の 

名称 
住所 資本金 事業の内容

議決権

等の

被所有

割合
役員の

兼務等

事業上

の関係

取引の 

内容 

取引 

金額 
科目 

期末 

残高 

   千円      千円  千円

法人 

主要 

株主 

日本電設 

工業(株) 

東京都 

台東区 
8,494,294 

鉄道電気工事

一般電気工事

情報通信工事

環境関連工事

11.71%
兼任

２人

当社製品

の販売

鉄道信号

製品の販売
1,026,522 

受取手形

及び 

売掛金

245,490

（注）上記金額のうち取引金額には消費税等が含まれておりませんが、期末残高には消費税等が含まれております。 

 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

製品の販売につきましては、一般の取引条件と同様に決定しております。 

 

当連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

 

１ 親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の 

名称 
住所 資本金 事業の内容

議決権

等の

被所有

割合
役員の

兼務等

事業上

の関係

取引の 

内容 

取引 

金額 
科目 

期末 

残高 

   千円      千円  千円

当社製品

の販売

鉄道信号

製品の販売
707,812 

受取手形

及び 

売掛金

436,179
法人 

主要 

株主 

日本電設 

工業(株) 

東京都 

台東区 
8,494,294 

鉄道電気工事

一般電気工事

情報通信工事

環境関連工事

11.72%
兼任

２人

同社製品

の仕入

鉄道信号

製品の仕入
6,400 

支払手形

及び 

買掛金

5,145

（注）上記金額のうち取引金額には消費税等が含まれておりませんが、期末残高には消費税等が含まれております。 

 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

製品の販売につきましては、一般の取引条件と同様に決定しております。 
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（１株当たり情報） 
 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

１株当たり純資産額 525円57銭

１株当たり当期純利益 34円25銭

１株当たり純資産額 515円87銭

１株当たり当期純利益 24円15銭

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。 

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) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
前連結会計年度末 

（平成19年３月31日) 

当連結会計年度末 

（平成20年３月31日) 

純資産の部の合計額（千円） 9,403,751 9,222,892 

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － － 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 9,403,751 9,222,892 

期末の普通株式の数（千株） 17,892 17,878 

 

２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日)

 当期純利益（千円） 613,120 431,931 

 普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

 普通株式に係る当期純利益（千円） 613,120 431,931 

 普通株式の期中平均株式数（千株） 17,900 17,883 

 

 

（重要な後発事象） 

前連結会計年度 

(自平成18年４月１日 

至平成19年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 
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生産、受注及び販売の状況 

 

(1) 生産実績 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

増減 事業の種類別 

セグメント 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 増減率（％）

鉄道信号関連事業 16,040,353 84.5 14,073,342 82.8 △1,967,011 △12.3

産業用機器関連事業 2,953,211 15.5 2,919,223 17.2 △33,988 △1.2

合計 18,993,565 100.0 16,992,565 100.0 △2,001,000 △10.5

  

 

(2) 受注状況 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月１日  

至 平成20年３月31日） 

増減 
事業の種類別 

セグメント 
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 11,722,558 3,017,177 14,343,683 3,216,724 2,621,125 199,547

産業用機器関連事業 1,840,623 217,956 1,788,817 217,943 △51,806 △13

合計 13,563,181 3,235,133 16,132,500 3,434,667 2,569,319 199,534

 

 

(3) 販売実績 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

増減 事業の種類別 

セグメント 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 増減率（％）

鉄道信号関連事業 15,384,334 89.4 14,144,136 88.8 △1,240,197 △8.1

産業用機器関連事業 1,829,263 10.6 1,788,831 11.2 △40,432 △2.2

合計 17,213,597 100.0 15,932,968 100.0 △1,280,629 △7.4
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５．個別財務諸表 
 

(1) 貸借対照表 

 

  
前事業年度 

(平成19年３月31日) 

当事業年度 

(平成20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

(％)

 （資産の部）    

 Ⅰ 流動資産    

  現金及び預金  2,146,287  2,373,559 

  受取手形 ※5 492,065  656,211 

  売掛金  4,676,812  3,761,108 

  製品  2,432,339  2,622,048 

  原材料  440,335  503,863 

  仕掛品  2,602,609  3,076,967 

  その他  285,957  317,658 

  貸倒引当金  －  △1,110 

 流動資産合計  13,076,406 70.6  13,310,306 73.4

 Ⅱ 固定資産    

  １有形固定資産 ※1､2   

   建物  1,045,161 984,600  

   その他  596,503 539,271  

 有形固定資産合計  1,641,665 8.9  1,523,871 8.4

  ２無形固定資産    

   無形固定資産  29,273 0.1  35,288 0.2

  ３投資その他の資産    

   投資有価証券 ※2 3,548,823 2,896,869  

   その他  229,844 379,012  

 投資その他の資産合計  3,778,668 20.4  3,275,882 18.0

 固定資産合計  5,449,606 29.4  4,835,042 26.6

 資産合計  18,526,013 100.0  18,145,348 100.0
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前事業年度 

(平成19年３月31日) 

当事業年度 

(平成20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

(％)

 （負債の部）    

 Ⅰ 流動負債    

  支払手形 ※4 1,940,346  1,900,447 

  買掛金  1,327,744  1,494,099 

  短期借入金  2,935,000  2,935,000 

  １年内返済予定長期借入金  165,312  160,322 

  未払金  2,561  2,479 

  未払費用  743,868  792,613 

  未払法人税等  224,320  305,268 

  前受金  396,350  392,479 

  役員賞与引当金  28,000  25,000 

  その他  155,338  60,705 

 流動負債合計  7,918,842 42.7  8,068,416 44.4

 Ⅱ 固定負債    

  長期借入金  668,680  508,357 

  繰延税金負債  196,291  － 

  退職給付引当金  1,284,449  1,296,223 

  役員退職慰労引当金  105,339  135,800 

 固定負債合計  2,254,760 12.2  1,940,381 10.6

 負債合計  10,173,602 54.9  10,008,798 55.1

    

 （純資産の部）    

 Ⅰ 株主資本    

  資本金  1,500,039 8.1  1,500,039 8.2

  資本剰余金    

   資本準備金  1,233,716 1,233,716  

 資本剰余金合計  1,233,716 6.7  1,233,716 6.7

  利益剰余金    

   利益準備金  284,250 284,250  

   その他利益剰余金    

    別途積立金  3,537,000 3,897,000  

    繰越利益剰余金  633,549 545,232  

 利益剰余金合計  4,454,799 24.0  4,726,482 26.0

  自己株式  △34,558 △0.2  △39,070 △0.2

  株主資本合計  7,153,997 38.6  7,421,168 40.8

 Ⅱ 評価・換算差額等    

  その他有価証券評価差額金  1,198,413 6.5  715,382 3.9

 評価・換算差額等合計  1,198,413 6.5  715,382 3.9

 純資産合計  8,352,410 45.1  8,136,550 44.8

 負債純資産合計  18,526,013 100.0  18,145,348 100.0
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(2) 損益計算書 

 

  

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20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

(％)

Ⅰ 売上高  15,907,905 100.0  14,573,217 100.0

Ⅱ 売上原価  12,223,264 76.8  11,087,399 76.0

   売上総利益  3,684,641 23.2  3,485,817 23.9

Ⅲ 販売費及一般管理費  2,822,251 17.8  2,868,008 19.6

   営業利益  862,389 5.4  617,809 4.2

Ⅳ 営業外収益 ※1 153,287 0.9  172,113 1.1

Ⅴ 営業外費用 ※2 233,183 1.4  75,428 0.5

   経常利益  782,494 4.9  714,493 4.9

Ⅵ 特別利益 ※3 622 0.0  ― ―

Ⅶ 特別損失 ※4 6,755 0.0  6,404 0.0

   税引前当期純利益  776,360 4.9  708,089 4.8

   法人税、住民税及び事業税  367,151 338,794 

   法人税等調整額  △80,692 286,458 1.8 △27,635 311,158 2.1

   当期純利益  489,901 3.1  396,930 2.7
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(3) 株主資本等変動計算書 
 

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

株主資本 
評価・換算

差額等 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 

資本準備金 利益準備金
別途積立金

繰越利益 

剰余金 

自己株式 株主資本合計 

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(千円) 
1,500,039 1,233,716 284,250 3,367,000 464,013 △28,885 6,820,135 1,233,509 8,053,644

事業年度中の変動額    

 剰余金の配当   △125,366 △125,366 △125,366

 当期純利益   489,901 489,901 489,901

 自己株式の取得   △5,673 △5,673 △5,673

 利益処分による役員

賞与 
  △25,000 △25,000 △25,000

 別途積立金の積立   170,000 △170,000 － －

 株主資本以外の項目

の事業年度中の変動

額(純額) 

  － △35,096 △35,096

事業年度中の変動額

合計（千円） 
－ － － 170,000 169,535 △5,673 333,861 △35,096 298,765

平 成 19 年 ３ 月 31 日 

残高（千円） 
1,500,039 1,233,716 284,250 3,537,000 633,549 △34,558 7,153,997 1,198,413 8,352,410

 

当事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

株主資本 
評価・換算

差額等 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
    

資本金 
資本準備金 利益準備金

別途積立金
繰越利益

剰余金 

自己株式 株主資本合計 

その他 

有価証券 

評価差額金

純資産 

合計 

平成19年３月31日 

残高(千円) 
1,500,039 1,233,716 284,250 3,537,000 633,549 △34,558 7,153,997 1,198,413 8,352,410

事業年度中の変動額    

 剰余金の配当   △125,247 △125,247 △125,247

 当期純利益   396,930 396,930 396,930

 自己株式の取得   △4,512 △4,512 △4,512

 別途積立金の積立   360,000 △360,000 ― ―

 株主資本以外の項目

の事業年度中の変動

額(純額) 

   △483,030 △483,030

事業年度中の変動額

合計（千円） 
  360,000 △88,316 △4,512 267,170 △483,030 △215,859

平 成 20 年 ３ 月 31 日 

残高（千円） 
1,500,039 1,233,716 284,250 3,897,000 545,232 △39,070 7,421,168 715,382 8,136,550
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(4) 重要な会計方針 
前事業年度 

(自平成18年４月１日 

至平成19年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 １ 資産の評価基準及び評価方法 

(1)有価証券 (1)有価証券 

①子会社株式 

移動平均法による原価法 

②その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期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 

移動平均法による原価法 

①子会社株式 

同左 

②その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

 

時価のないもの 

同左 

(2)たな卸資産 (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 

個別法による原価法 

①製品・原材料 

同左 

②仕掛品 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 ２ 固定資産の減価償却の方法 

(1)有形固定資産 (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。 

同左 

 

 

 

（会計方針の変更） 

 有形固定資産の減価償却の方法については、法人税

法の改正（（所得税法等の一部を改正する法律 平成

19 年 3 月 30 日 法律第 6 号）及び（法人税法施行令

の一部を改正する政令 平成 19 年 3 月 30 日 政令第

83 号））に伴い、当事業年度から、平成 19 年 4月 1日

以降に取得した資産については、改正後の法人税法に

基づく方法に変更しております。 

 これに伴い、前事業年度と同一の方法によった場合

と比べ、営業利益、経常利益、税引前当期純利益がそ

れぞれ 7,940 千円減少しております。 

（追加情報） 

 当事業年度から、平成 19 年 3 月 31 日以前に取得し

た資産については、償却可能限度額まで償却が終了し

た翌年度から取得価額の 5％相当額と備忘価額との差

額を 5年間で均等償却する方法によっております。 

これに伴い、前事業年度と同一の方法によった場合

と比べ、営業利益、経常利益、税引前当期純利益がそ

れぞれ 18,367 千円減少しております。 
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前事業年度 

(自平成18年４月１日 

至平成19年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

(2)無形固定資産 (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。 

同左 

３ 引当金の計上基準 ３ 引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 (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。 

なお、当事業年度は該当するものがないため、貸倒

引当金は計上しておりません。 

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。 

(2)役員賞与引当金 (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

事業年度における支給見込額に基づき計上しておりま

す。 

（会計方針の変更） 

当事業年度から「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

益及び税引前当期純利益が、28,000 千円減少しており

ます。 

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当事

業年度における支給見込額に基づき計上しております。

 

 

 

――――――― 

 

 

(3)退職給付引当金 (3)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末にお

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事業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事業年

度から費用処理することにしております。 

同左 

(4)役員退職慰労引当金 (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

基づく期末要支給額を計上しております。 

同左 

４ リース取引の処理方法 ４ 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 

５ その他財務諸表作成のための重要な事項 ５ その他財務諸表作成のための重要な事項 

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。

同左 
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財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

１ 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等 １       ――――――― 

当事業年度から「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

8,352,410 千円であります。 

財務諸表等規則の改正により、当事業年度における

財務諸表は、改正後の財務諸表等規則により作成して

おります。 

 

２       ――――――― ２ たな卸資産廃却損に関する会計方針の変更 

 前事業年度において営業外費用に計上していた「た

な卸資産廃却損」については、当事業年度より売上原

価に計上しております。 

これは当社の信号保守製品に対する緊急保守要員の

常時配置および緊急保守用品の常備在庫という緊急対

応体制をさらに強化したことを受けて、役目を終えた

常備在庫品の廃却損を売上原価に含めることでより適

切に表示することとしたものであります。 

この結果、従来の方法に比べて、売上総利益および

営業利益がそれぞれ 180,979 千円減少しております。
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

 

前事業年度 

(平成19年３月31日) 

当事業年度 

(平成20年３月31日) 

※１ 固定資産の減価償却累計額 

有形固定資産の減価償却累計額 3,787,946千円

※１ 固定資産の減価償却累計額 

有形固定資産の減価償却累計額 4,081,029千円

※２ 担保に供している資産並びに担保付債務は次の

とおりであります。 

  担保に供している資産 

建物 1,043,107千円

機械装置 332,306千円

工具器具備品 213,242千円

土地 13,288千円

投資有価証券 840,426千円

合計 2,442,370千円

  

※２ 担保に供している資産並びに担保付債務は次の

とおりであります。 

  担保に供している資産 

建物 983,044千円

機械装置 313,165千円

工具器具備品 174,834千円

土地 13,288千円

投資有価証券 619,110千円

合計 2,103,443千円
 

  担保権によって担保されている債務 

短期借入金 2,935,000千円

一年以内返済予定の長期借入金 165,312千円

長期借入金 668,680千円

合計 3,768,992千円

  

  担保権によって担保されている債務 

短期借入金 2,935,000千円

一年以内返済予定の長期借入金 160,322千円

長期借入金 508,357千円

合計 3,603,680千円
 

３ 偶発債務 ３ 偶発債務 

保証債務 

大同化工㈱ 26,548千円

大同電器㈱ 19,600千円

計 46,148千円

  

保証債務 

大同化工㈱ 12,278千円

大同電器㈱ 5,200千円

計 17,478千円

  

※４ 期末日満期手形 

期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しております。 

なお、当事業年度末日が金融機関の休日であった

ため、次の期末満期手形が、期末残高に含まれてお

ります。 

受取手形 70,728千円

支払手形 145,407千円 

※４       ――――――― 
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（損益計算書関係） 

 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息             575 千円 

受取配当金         82,933 千円 

 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息          62,208 千円 

たな卸資産廃却損    168,410 千円 

 

※３ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金戻入額         622 千円 

 

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損        6,755 千円 

 

 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産      215,483 千円 

無形固定資産           7,028千円 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息              797 千円 

受取配当金        104,624 千円 

 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息         71,358 千円 

 

 

 

 

 

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損       4,724 千円 

会員権評価損      1,680 千円 

 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産      240,490 千円 

無形固定資産        7,677千円 
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（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 
前事業年度末 

(株) 
増加 
(株) 

減少 
(株) 

当事業年度末 
(株) 

 普通株式 108,554 16,919 － 125,473

計 108,554 16,919 － 125,473
 

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買い取りによる増加 16,919株 

 

当事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 
前事業年度末 

(株) 
増加 
(株) 

減少 
(株) 

当事業年度末 
(株) 

 普通株式 125,473 14,207 － 139,680

 計 125,473 14,207 － 139,680
 

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買い取りによる増加 14,207株 

 

 

（リース取引関係） 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 

 

 
 

（有価証券関係） 
決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 

 



 大同信号株式会社（6743） 平成 20 年 3月期 決算短信 

― 40 ― 

（税効果会計関係） 

 

前事業年度 

(平成19年３月31日) 

当事業年度 

(平成20年３月31日) 

１ 繰越税金資産及び繰越税金負債の発生の主な原因

別の内訳 

(千円)

繰延税金資産 

  退職給付引当金 521,486

  役員退職慰労引当金 42,767

  未払事業税 28,920

  未払賞与金 186,247

  減価償却費 44,159

  減損損失 48,803

  その他 51,423

  小計 923,807

  評価性引当額 △48,803

 繰延税金資産合計 875,004

繰延税金負債 

  その他有価証券評価差額金 △819,117

 繰延税金負債合計 △819,117

繰延税金資産(負債)の純額 55,886
  

１ 繰越税金資産及び繰越税金負債の発生の主な原因

別の内訳 

(千円)

繰延税金資産 

  退職給付引当金 526,266

  役員退職慰労引当金 55,134

  未払事業税 26,257

  未払賞与金 182,837

  減価償却費 46,419

  減損損失 48,803

  その他 65,724

  小計 951,443

  評価性引当額 △48,803

 繰延税金資産合計 902,640

繰延税金負債 

  その他有価証券評価差額金 △488,965

 繰延税金負債合計 △488,965

繰延税金資産(負債)の純額 413,675
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

(％)

法定実効税率 40.6

（調整） 

 住民税均等割額 2.6

 交際費等永久に損金に算入され
ない項目 

2.2

 受取配当金等永久に益金に算入
されない項目 

△3.1

 研究開発費減税 △3.5

 その他 △1.9

税効果会計適用後の法人税等の 

負担率 
36.9

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

(％)

法定実効税率 40.6

（調整） 

 住民税均等割額 2.9

 交際費等永久に損金に算入され
ない項目 

3.6

 受取配当金等永久に益金に算入
されない項目 

△4.5

 研究開発費減税 △3.7

 所得から控除される所得税 2.3

 その他 2.7

税効果会計適用後の法人税等の 

負担率 
43.9
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（１株当たり情報） 

 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

１株当たり純資産額 466円81銭

１株当たり当期純利益 27円37銭

１株当たり純資産額 455円11銭

１株当たり当期純利益 22円20銭

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。 

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) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
前事業年度末 

（平成19年３月31日) 

当事業年度末 

（平成20年３月31日) 

純資産の部の合計額（千円） 8,352,410 8,136,550 

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － － 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 8,352,410 8,136,550 

期末の普通株式の数（千株） 17,892 17,878 

 

２ １株当たり当期純利益 

 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日)

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日)

 当期純利益（千円） 489,901 396,930 

 普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

 普通株式に係る当期純利益（千円） 489,901 396,930 

 普通株式の期中平均株式数（千株） 17,900 17,883 

 

 

（重要な後発事象） 

 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 
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６．役員の異動 

 

１．代表者の異動 

    該当事項はありません。 

 

２．その他の役員の異動（平成 20 年６月 27 日付予定） 

 

  （１）新任取締役候補  

     

取締役（技術開発本部副本部長、踏切開発部長）  

播磨 義憲 （現 技術開発本部副本部長、踏切開発部長） 

 

  （２）退任予定取締役 

 

     常務取締役   岩本 孝雄 （㈱大同システムズ代表取締役社長）（注 1） 

     

  （３）昇格予定取締役 

 

     常務取締役（営業本部長、第一営業部長、貿易部長）  

  菱沼 博昭 （現 取締役 営業本部長、第一営業部長、貿易部長） 

 

  （４）新任監査役候補 

 

     監査役     今井 徹 （現 保安工業㈱取締役鉄道統括部長兼安全推進部長）（注 2） 

    

 

（注 1）退任予定取締役 岩本 孝雄氏は、㈱大同システムズ代表取締役社長を平成 19 年６月より兼任

しております。 

（注 2）新任監査役候補者 今井 徹氏は、会社法第２条第 16 号に定める社外監査役であります。 
 

 

 

 

 

 

 




