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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 25,065 ― △907 ― △1,039 ― △853 ―
20年3月期第2四半期 23,549 1.7 △239 ― △265 ― △309 ―

1株当たり四半期純利益 潜在株式調整後1株当たり四半期純利
益

円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 △13.62 ―
20年3月期第2四半期 △4.93 ―

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

21年3月期第2四半期 72,262 30,766 42.6 490.68
20年3月期 78,972 32,220 40.8 513.84

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  30,766百万円 20年3月期  32,220百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
21年3月期 ― 5.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 10.00

3.  平成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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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

通期 71,000 8.4 3,500 9.5 3,000 9.9 1,600 37.7 25.52

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、3ページ「定性的情報・財務諸表等」 4. その他をご覧ください。  

(3) 四半期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（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るもの） 

（注）詳細は、3ページ「定性的情報・財務諸表等」 4. その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）および「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
　14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
2.業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報により作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって異なる可能性があります。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  62,844,251株 20年3月期  62,844,251株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  142,531株 20年3月期  139,484株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  62,702,992株 20年3月期第2四半期  62,708,984株
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 当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライム・ローン問題に端を発した世界
的な金融・経済の混迷や株式・為替市場の変動、原油価格をはじめとする原材料価格の高騰などにより、
個人消費や民間設備投資が停滞するなど、景気の減速傾向が明らかとなり、当社グループの業績にも少な
からず影響が及んでおります。 
 当社グループの当第2四半期連結累計期間の業績につきましては、受注高45,152百万円、売上高25,065
百万円となりました。利益につきましては、持分法による投資損失200百万円の影響も受けて、経常損失
1,039百万円、また、平成20年10月10日の大和生命保険の更生特例法の適用申請に伴い、当社が保有して
おります同社株式（簿価102百万円）につきまして、当第2四半期において全額評価損を特別損失に計上し
たこともあり、四半期純損失は853百万円となりました。 
 事業別の概況は、以下のとおりであります。 

〔信号システム事業〕 
 鉄道信号システムにつきましては、主要顧客であります鉄道事業者の安全対策および旅客サービスに関
する設備投資が依然活発であり、京王電鉄「新ＡＴＣ装置」をはじめ、ＪＲ各社および大手民鉄各社向け
の「新ＡＴＳ装置」など信号保安製品を中心に受注高・売上高ともに堅調に推移いたしました。 
 一方、道路交通管制システムにつきましては、企業間の価格競争激化のなか、事業環境は厳しい状況が
続いております。 
 この結果、信号システム事業といたしましては、受注高37,106百万円、売上高18,816百万円となりまし
た。 

〔電気機器事業〕 
 半導体応用機器につきましては、当第2四半期は急速に景気減速が進み、産業機器用電源装置を中心に
極めて厳しい事業環境の中で推移いたしました。 
 この結果、電気機器事業といたしましては、受注高8,045百万円、売上高6,249百万円となりました。 

  

  

当第2四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べて6,709百万円減少し、72,262百万
円となりました。主な増減は以下のとおりであります。 
 資産の部はたな卸資産が6,802百万円増加し、現金及び預金が2,062百万円、受取手形及び売掛金が
11,840百万円減少しました。 
 負債の部は支払手形及び買掛金が686百万円、借入金が短期、長期あわせて2,393百万円減少しまし
た。 
 純資産の部は利益剰余金が1,167百万円減少しました。 

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ、1,903百万円減少し
3,775百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 
 営業活動によるキャッシュ・フローは1,614百万円のプラスとなりました。これは、たな卸資産が
6,802百万円増加しましたが、売上債権が11,835百万円減少したことが主な要因であります。 
 投資活動によるキャッシュ・フローは808百万円のマイナスとなりました。これは、有形固定資産
の取得により965百万円支出したことが主な要因であります。 
 財務活動によるキャッシュ・フローは2,709百万円のマイナスとなりました。これは借入金が2,393
百万円減少したことが主な要因であります。 

  

  
 昨今の業績の推移や市場環境の動向等勘案し、平成20年5月14日の決算時に公表しました業績予想を修

正いたしました。なお、当該予想数値の修正に関する事項は、本日（平成20年11月11日）公表の「業績予
想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

定性的情報・財務諸表等

１.連結経営成績に関する定性的情報

２.連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債、純資産の状況

(2) キャッシュ・フローの状況

３.連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  
①固定資産の減価償却費の算定方法 

固定資産の年度中の取得、売却または除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額
を期間按分する方法によっております。 
 なお、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分
して算定する方法によっております。 

②税金費用の計算 
税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対

する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を
乗じて計算しております。 
 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。 

①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 
当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)および「四半

期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。
また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②「リース取引に関する会計基準」等の適用 
「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成5年6月17日 終改正平成19年3

月30日 企業会計基準第13号)および「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準
委員会 平成6年1月18日 終改正平成19年3月30日 企業会計基準適用指針第16号)を第1四半
期連結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更
し、リース資産として計上しております。 
 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算
定する方法によっております。 
 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。 
 この結果、従来の方法によった場合に比べ、営業損失、経常損失および税金等調整前四半期純
損失にあたえる影響は軽微であります。 
  

４. その他
(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理および四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期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
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５. 【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20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20年3月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 4,494 6,556 

受取手形及び売掛金 16,739 28,579 

製品 4,003 3,442 

半製品 1,540 1,307 

原材料及び貯蔵品 261 214 

仕掛品 19,353 13,391 

繰延税金資産 1,428 1,026 

その他 320 185 

貸倒引当金 △15 △22 

流動資産合計 48,125 54,682 

固定資産 

有形固定資産 8,141 7,636 

無形固定資産 808 806 

投資その他の資産 

投資有価証券 11,417 12,204 

繰延税金資産 2,484 2,298 

その他 1,320 1,429 

貸倒引当金 △35 △85 

投資その他の資産合計 15,186 15,846 

固定資産合計 24,136 24,289 

資産合計 72,262 78,972 
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（単位：百万円） 

当第2四半期連結会計期間末 
(平成20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20年3月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 17,230 17,916 

短期借入金 9,715 7,883 

未払法人税等 81 584 

役員賞与引当金 41 95 

受注損失引当金 207 102 

その他 4,184 5,771 

流動負債合計 31,460 32,353 

固定負債 

長期借入金 2,680 6,905 

退職給付引当金 6,974 7,082 

役員退職慰労引当金 56 54 

その他 324 355 

固定負債合計 10,035 14,398 

負債合計 41,495 46,751 

純資産の部 

株主資本 

資本金 6,270 6,270 

資本剰余金 4,625 4,625 

利益剰余金 18,143 19,310 

自己株式 △48 △47 

株主資本合計 28,990 30,159 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 1,871 2,153 

為替換算調整勘定 △95 △91 

評価・換算差額等合計 1,775 2,061 

純資産合計 30,766 32,220 

負債純資産合計 72,262 78,972 
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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） 

当第2四半期連結累計期間 
(自 平成20年4月 1日 
至 平成20年9月30日) 

売上高 25,065 

売上原価 21,756 

売上総利益 3,309 

販売費及び一般管理費 

給料及び手当 1,183 

賞与 357 

役員賞与引当金繰入額 41 

退職給付費用 161 

減価償却費 58 

荷造及び発送費 440 

その他 1,973 

販売費及び一般管理費合計 4,216 

営業損失（△） △907 

営業外収益 

受取配当金 76 

受取保険金 43 

その他 87 

営業外収益合計 206 

営業外費用 

支払利息 111 

持分法による投資損失 200 

その他 27 

営業外費用合計 339 

経常損失（△） △1,039 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 15 

特別利益合計 15 

特別損失 

固定資産除売却損 10 

投資有価証券評価損 102 

環境対策費 59 

その他 2 

特別損失合計 174 

税金等調整前四半期純損失（△） △1,198 

法人税等 △344 

四半期純損失（△） △853 
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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） 

当第2四半期連結累計期間 
(自 平成20年4月 1日 
至 平成20年9月30日) 

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損失（△） △1,198 

減価償却費 569 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △56 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △108 

投資有価証券評価損益（△は益） 102 

持分法による投資損益（△は益） 200 

受取利息及び受取配当金 △83 

支払利息 111 

売上債権の増減額（△は増加） 11,835 

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,802 

仕入債務の増減額（△は減少） △681 

その他 △1,688 

小計 2,200 

利息及び配当金の受取額 95 

利息の支払額 △112 

法人税等の支払額 △569 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,614 

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 △87 

定期預金の払戻による収入 243 

投資有価証券の取得による支出 △3 

有形固定資産の取得による支出 △965 

無形固定資産の取得による支出 △94 

その他 99 

投資活動によるキャッシュ・フロー △808 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の純増減額（△は減少） △2,150 

長期借入金の返済による支出 △243 

配当金の支払額 △313 

その他 △3 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,709 

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,903 

現金及び現金同等物の期首残高 5,679 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,775 
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)および「四半期財務諸

表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連

結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項なし 

  

当第2四半期連結累計期間(自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日) 

 
（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）信号システム事業・・・・列車運行管理システム、列車保安制御システム、交通管制システム 

（2）電気機器事業・・・・・・半導体応用機器 

  

【所在地別セグメント情報】 

当第2四半期連結累計期間については、全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、い

ずれも90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

【海外売上高】 

当第2四半期連結累計期間(自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日) 

 
（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

（1）アジア・・・・・・・・・・中国、台湾、韓国等 

（2）その他・・・・・・・・・・ベネズエラ等 

２．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

該当事項なし 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

信号システム
事業 

(百万円)

電気機器
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社 

(百万円)

連結 
(百万円)

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

18,816 6,249 25,065 ― 25,065

 (2) セグメント間の内部
   売上高又は振替高

1 745 746 (746)  ―

計 18,818 6,994 25,812 (746) 25,065

  営業利益又は 
  営業損失(△)

86 337 423 (1,331) △907

アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 3,005 127 3,132

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 25,065

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

12.0 0.5 12.5

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期に係る財務諸表等 

（1）（要約）中間連結損益計算書 

                      （単位：百万円） 

 
  

「参考資料」

科                  目
前中間連結会計期間
(自 平成19年4月 1日 

  至 平成19年9月30日）

 売上高 23,549

 売上原価 19,709

 売上総利益 3,840

 販売費及び一般管理費 4,079

 営業損失（△） △239

 営業外収益 175

 営業外費用 201

 経常損失（△） △265

 特別利益 15

 特別損失 98

 税金等調整前中間純損失（△） △348

 法人税等 △19

 少数株主損失 20

 中間純損失（△） △309
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（2）（要約）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

                      （単位：百万円） 

 
  

科        目
前中間連結会計期間
(自 平成19年4月 1日 

  至 平成19年9月30日）

 営業活動によるキャッシュ・フロー

  税金等調整前中間純損失（△） △348

  減価償却費 444

  売上債権の増減額(増加：△) 10,149

  たな卸資産の増減額(増加：△) △4,981

  仕入債務の増減額(減少：△) △1,291

  法人税等の支払額 △1,269

  その他 △1,539

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,163

 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収入 △918

  定期預金の払戻による収入 929

  有形固定資産の取得による支出 △460

  有形固定資産の売却による収入 860

  その他 △281

 投資活動によるキャッシュ・フロー 129

 財務活動によるキャッシュ・フロー

  短期借入金の純増減額(減少：△) △1,050

  長期借入金の返済による支出 △326

  配当金の支払額 △408

  その他 △2

 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,786

 現金及び現金同等物に係る換算差額 1

 現金及び現金同等物の増減額(減少：△) △492

 現金及び現金同等物期首残高 4,203

 現金及び現金同等物中間期末残高 3,711
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（3）セグメント情報 

【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19年4月1日 至 平成19年9月30日) 

 
（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）信号システム事業・・・・列車運行管理システム、列車保安制御システム、交通管制システム 

（2）電気機器事業・・・・・・半導体応用機器 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間については、全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、いずれも

90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) 

 
（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

（1）アジア・・・・・・・・・・台湾、中国、シンガポール等 

（2）その他・・・・・・・・・・ベネズエラ等 

２．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

  

  

  

信号システム
事業 

(百万円)

電気機器
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社 

(百万円)

連結 
(百万円)

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

17,525 6,024 23,549 ― 23,549

 (2) セグメント間の内部
   売上高又は振替高

13 704 717 (717) ―

計 17,538 6,728 24,266 (717) 23,549

  営業利益又は 
  営業損失(△)

682 272 955 (1,194) △239

アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 1,682 322 2,005

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 23,549

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

7.1 1.4 8.5
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