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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 32,309 △4.9 496 △37.4 760 △33.8 184 △59.7
21年3月期第2四半期 33,969 ― 792 ― 1,148 ― 456 ―

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

22年3月期第2四半期 2.95 ―
21年3月期第2四半期 7.32 ―

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

22年3月期第2四半期 83,430 50,528 54.8 732.99
21年3月期 91,691 49,476 48.7 715.92

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  45,739百万円 21年3月期  44,674百万円

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  
21年3月期期末配当7円00銭には、創業80周年記念配当2円00銭を含んでおります。 

1株当たり配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 5.00 ― 7.00 12.00
22年3月期 ― 5.00
22年3月期 

（予想）
― 7.00 12.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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  無   

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 87,000 0.3 5,500 1.4 6,000 2.2 3,100 24.0 49.68

－　1　－



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、７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、７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 
業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき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予想数値と異なる可
能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 62,448,052株 21年3月期  62,448,052株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  47,783株 21年3月期  47,261株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 62,400,484株 21年3月期第2四半期 62,401,150株
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（参考）個別業績の概要 
 
平成 22 年３月期 第２四半期の個別業績（平成 21 年４月１日～平成 21 年９月 30 日） 
(1)個別経営成績（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 ％

22 年３月期第２四半期 25,352 △4.5 209 △25.2 653 △22.7 281 △46.6 

21 年３月期第２四半期 26,558 － 280 － 845 － 527 － 

 

 
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

22 年３月期第２四半期 4.51 － 

21 年３月期第２四半期 8.45 － 

 

(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

22 年３月期第２四半期 68,323 35,172 51.5 563.66

21 年３月期 76,017 34,036 44.8 545.46
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 当第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）における日本経済は、政府主導の経済対策

の効果や対外経済環境の回復により、景気の 悪期からは緩やかに回復を始めたものの、雇用環境の悪化や国際的な

景気の下振れ懸念などの要素から、未だ先行き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、平成18年7月1日施行の改正国土交通省令に基づくＡＴＳ等の各

種信号保安装置の整備案件である「新信号システム」により鉄道信号事業が業績を順調に伸ばしております。その結

果、鉄道信号事業が、駅務機器の共通ＩＣ化が一巡したＡＦＣ事業や、市場成長の急激な減速の影響を受けている駐

車場システム事業などの他事業をフォローしていく展開となっておりますものの、昨今の経済情勢による業績悪化懸

念から各事業者の設備更新見送りの影響や保有する有価証券の価額下落の影響などが現れ始め、大変厳しい情勢とな

っております。 

 その結果、当期間の当社の経営成績といたしましては、受注高は44,252百万円と前年同期比7.1％の増加となりまし

たが、売上高につきましては32,309百万円と前年同期比で4.9％の減少となりました。損益面につきましては、経常利

益が760百万円と前年同期比33.8％の減少となり、四半期純利益は184百万円と前年同期比で59.7％の減少となりまし

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、先に触れました「新信号システ

ム」案件のほか、九州新幹線の博多―新八代間の延伸対応案件がございました。また、海外での取組みにおいても、

北京地下鉄15号線の入札案件において無線式の信号保安装置を落札するなど積極的な活動を展開し、全体として厳し

いながらも堅調に推移いたしました。「交通情報システム」では、公共投資の縮減傾向に底入れ感は出てきたもの

の、生き残りを賭けた競争が一層激化する事業環境が続いております。これに対し、当社は全国に整備が進展してい

るＬＥＤ灯器のコストリダクションに取り組んだほか、道路管理者市場をはじめとする新規市場への参入などに注力

してまいりました。 

 その結果、交通運輸インフラ事業部門といたしましては、受注高は24,723百万円と前年同期比5.5％の増加となり、

売上高も18,238百万円と前年同期比17.4％の増加、営業利益につきましても1,737百万円と前年同期比46.2％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、

駅務機器の共通ＩＣカード対応が地方も含めて一巡したことから厳しい展開となりましたが、ＩＣカードを利用した

各種サービスの開発・提案、そして新製品開発に積極的に取り組んでまいりました。また、当社が特に営業活動に注

力してまいりましたホームゲートに関しましては、9月に都営地下鉄大江戸線の案件において当社初となる受注に成功

し、ホームゲート事業を本格展開していくための橋頭堡を構築いたしました。 

 「駐車場システムを中心とする制御機器」では、昨年来の世界的な不況の余波から駐車場機器市場が縮小し事業環

境が厳しい方向へ変容するなか、当社グループといたしましては、技術面、デザイン面、コスト面における製品改良

および新製品開発に取り組んだほか、エコ活動として社会に広がりを見せる「パーク＆ライド」サービスの提供など

にも携わってまいりました。 

 その結果、ＩＣＴソリューション事業部門といたしましては、受注高は19,529百万円と前年同期比9.1％の増加とな

りましたが、売上高は14,071百万円と前年同期比23.7％の減少となり、営業利益は243百万円と前年同期比77.2％の減

少となりました。 

  

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
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（１）資産、負債及び純資産の状況 

 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現金及び預金の増加1,255百万円、棚卸

資産の増加4,333百万円がありましたものの、受取手形及び売掛金の減少16,960百万円などにより8,260百万円減少い

たしました。 

 負債は、支払手形及び買掛金の減少2,879百万円、また長・短期借入金の減少5,071百万円などにより、前連結会計

年度末に比べ9,312百万円減少いたしました。 

 純資産は、配当金の支払436百万円がありましたものの、当第２四半期純利益184百万円の発生及び評価差額金の増

加1,317百万円等により前連結会計年度末に比べ、1,051百万円増加いたしました。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累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・フローは、主に売上債権の減少により、9,273百万円の資金の増加となりました。 

 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、606百万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・フローは、長・短期借入金の返済、配当金の支払等により、5,505百万円の資金の減

少となりました。 

  

 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12,688百万円となり、前連結会計

期間末に比べ3,124百万円増加いたしました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報
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 「鉄道信号」におきましては、国内においては全国各鉄道事業者における新信号システム整備案件が盛り上がりを

見せており、来期からの3年間については本案件関連でいずれも100億円を超える売上高を見込んでおります。他方、

海外においては無線式信号システム「ＳＰＡＲＣＳ」を当期間に中国で落札したことを契機に、今後の海外市場での

売上拡大にも努めてまいります。 

「交通情報システム」におきましては、当社に関連する公共投資額の短期間での回復は期待できず、今後も厳しい

状況が続きます。当社といたしましては、渋滞解消に貢献する新しい信号制御の開発、ＬＥＤ灯器の全国普及対応な

どの活動に取り組み、省エネやＣＯ2削減といった環境面での社会貢献を行う一方で、新規市場への展開にも尽力して

まいります。 

 「ＡＦＣ」におきましては、更新案件の端境期に入り、今期は大変厳しい事業環境となることが予想されます。当

社グループといたしましては、「ＡＦＣ」事業における更新案件を着実に受注する一方で、当期間に受注実績を作る

ことに成功したホームゲート、交通ＩＣカードを媒介とした各種ＩＣＴソリューション関連のサービスや機器の開

発・提供、中国をはじめとする海外市場への展開に注力してまいります。 

 「駐車場システム」関係については、市場が縮小する事業環境の中で熾烈な競争が更に激化することが予想されま

す。当社といたしましては、環境や顧客満足度の観点を取り入れたうえで、デザイン性や利便性などに重点を置いた

製品ラインナップの強化と新製品開発、営業体制の強化およびそれらを基にした新市場開拓に積極的に取り組んでま

いります。 

  

 セグメント別の当連結会計年度通期の金額見通しは、以下のとおりであります。 

                                                                                        単位：百万円 

  ※平成21年４月１日より「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、事業区分及び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．連結業績予想に関する定性的情報

  売    上    高   営  業  利  益 

金 額 対前期増減率(％) 金 額 対前期増減率(％)

交通運輸 

インフラ事業 
 47,000  10.1  6,000  18.0

ＩＣＴ 

ソリューション事業 
 40,000  △9.3  2,300  △30.9

小  計  87,000  0.3  8,300  △1.4

配賦不能営業費用  ― ―  △2,800 ― 

合  計  87,000  0.3  5,500  1.4
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 該当事項はありません。 

  

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または流動負債

（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。  

  

①完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関す

る会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間

に着手した工事契約から、当第２四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事

については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは工事原価総額を工程毎に割り振り、工程毎の見積工事原価と

見積工事原価総額の割合をもって工事進捗度とする方法）を、その他の工事については工事完成基準を適用して

おります。 

 これにより、売上高は3,071百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ

912百万円増加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

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

（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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,907 9,651

受取手形及び売掛金 19,097 36,058

有価証券 2,002 109

商品及び製品 4,803 3,761

仕掛品 13,741 10,495

原材料及び貯蔵品 2,375 2,330

繰延税金資産 2,830 2,775

その他 607 448

貸倒引当金 △67 △93

流動資産合計 56,298 65,538

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,055 5,168

土地 5,437 5,437

その他（純額） 2,237 2,302

有形固定資産合計 12,730 12,909

無形固定資産 1,133 1,166

投資その他の資産   

投資有価証券 11,102 9,083

繰延税金資産 333 1,139

その他 1,923 1,954

貸倒引当金 △91 △99

投資その他の資産合計 13,268 12,077

固定資産合計 27,132 26,152

資産合計 83,430 91,691

日本信号㈱（6741）平成22年３月期　第２四半期決算短信

－　8　－



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,343 16,223

短期借入金 － 4,700

1年内返済予定の長期借入金 400 771

未払法人税等 418 2,086

賞与引当金 2,579 2,703

役員賞与引当金 50 114

受注損失引当金 282 186

その他 6,698 6,132

流動負債合計 23,772 32,916

固定負債   

長期未払金 138 138

繰延税金負債 276 193

退職給付引当金 8,574 8,800

役員退職慰労引当金 124 147

その他 15 18

固定負債合計 9,129 9,297

負債合計 32,902 42,214

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,846 6,846

資本剰余金 5,303 5,303

利益剰余金 30,071 30,324

自己株式 △23 △22

株主資本合計 42,198 42,451

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,540 2,222

評価・換算差額等合計 3,540 2,222

少数株主持分 4,789 4,802

純資産合計 50,528 49,476

負債純資産合計 83,430 91,691
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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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第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) 

売上高 33,969 32,309

売上原価 25,780 24,604

売上総利益 8,189 7,704

販売費及び一般管理費 7,397 7,208

営業利益 792 496

営業外収益   

受取利息 7 5

受取配当金 99 96

生命保険配当金 226 217

その他 84 30

営業外収益合計 418 349

営業外費用   

支払利息 26 19

為替差損 29 63

その他 5 1

営業外費用合計 61 84

経常利益 1,148 760

特別利益   

固定資産売却益 1 －

投資有価証券売却益 18 －

貸倒引当金戻入額 31 26

特別利益合計 51 26

特別損失   

固定資産除売却損 30 10

投資有価証券評価損 18 202

その他 5 －

特別損失合計 54 212

税金等調整前四半期純利益 1,145 574

法人税等 585 367

少数株主利益 103 22

四半期純利益 456 184
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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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第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) 

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 1,145 574

減価償却費 907 838

固定資産除売却損益（△は益） 29 10

受取利息及び受取配当金 △106 △101

支払利息 26 19

売上債権の増減額（△は増加） 16,057 16,960

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,859 △4,371

仕入債務の増減額（△は減少） △4,001 △2,903

前受金の増減額（△は減少） 576 914

退職給付引当金の増減額（△は減少） △176 △226

その他 △2,260 △481

小計 7,338 11,232

利息及び配当金の受取額 106 101

利息の支払額 △33 △24

法人税等の支払額 △2,293 △2,036

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,117 9,273

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 △86

定期預金の払戻による収入 47 62

有形固定資産の取得による支出 △614 △384

有形固定資産の売却による収入 3 0

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △4 △6

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 35 －

その他 △154 △192

投資活動によるキャッシュ・フロー △773 △606

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 △308 △371

短期借入金の純増減額（△は減少） △3,625 △4,700

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △436 △436

少数株主への配当金の支払額 △76 △45

その他 110 47

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,336 △5,505

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5 △36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2 3,124

現金及び現金同等物の期首残高 7,582 9,563

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,585 12,688
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 該当事項はありません。 

  

 前第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）  

  

  当第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）  

  

  

 （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 

  当第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に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」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。 

  

（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〕

  
信号事業 
（百万円） 

情報制御事業
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高           

(1)外部顧客に対する売上高  15,535  18,434  33,969  －  33,969

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  （－）  －

計  15,535  18,434  33,969  （－）  33,969

営業利益又は損失（△）  1,188  1,069  2,257  (1,465)  792

  
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

営業利益又は損失（△）  1,737  243  1,981  (1,485)  496
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 前第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）及び当第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。  

 前第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）及び当第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） 

 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。  

 該当事項はありません。 

  

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（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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