
平成23年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成22年11月5日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 大同信号株式会社 上場取引所 東 
コード番号 6743 URL http://www.daido-signal.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 北原 文夫
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員財務統括部長 （氏名） 浅田 安彦 TEL 03-3754-1122
四半期報告書提出予定日 平成22年11月12日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 6,475 1.0 254 136.1 463 297.5 335 460.6
22年3月期第2四半期 6,412 △8.2 107 △34.9 116 △31.7 59 △28.0

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

23年3月期第2四半期 18.83 ―
22年3月期第2四半期 3.36 ―

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

23年3月期第2四半期 19,423 9,440 48.6 529.26
22年3月期 19,891 9,372 47.1 525.01

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  9,440百万円 22年3月期  9,372百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金
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

22年3月期 ― ― ― 7.00 7.00
23年3月期 ― ―
23年3月期 

（予想）
― 7.00 7.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 16,500 3.7 600 13.6 900 61.6 600 102.4 33.61



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸
表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 18,018,000株 22年3月期  18,018,000株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  181,767株 22年3月期  166,284株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 17,845,513株 22年3月期2Q 17,858,078株
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期におけるわが国経済は、企業収益に改善の兆しが見られ、設備投資等が回復傾向とな

った一方で、米国経済の長期低迷を背景として急激な円高が進行し、さらにはギリシャ問題に端を

発した欧州のソブリンリスクの再燃など、企業の経営環境の先行きは一層不透明感が強まり、引き

続き予断を許さない厳しい経営環境で推移しました。 

このような状況のもと、当社グループといたしましては品質管理の徹底、生産性の向上、経費の削

減に努めるとともに、受注の獲得と拡大に取り組んでまいりました。この結果、第２四半期連結累

計期間における売上高は64億75百万円（前年同期比1.0％増）、営業利益は２億54百万円（前年同期

比136.1％増）、経常利益は４億63百万円（前年同期比297.5％増）、四半期純利益は３億35百万円

（前年同期比460.6％増）となりました。 

事業の種類別セグメントの業績につきましては、鉄道信号関連事業については、電子連動・運行管

理システム等のシステム製品及び踏切装置・電子踏切・リレー等のフィールド製品は増加しました

が、軌道回路・集中監視装置等のフィールド製品及びＡＴＣが減少し、売上高は57億33百万円（前

年同期比1.5％減）となりました。産業用機器関連事業については、塗装・金属メッキ及び金型は減

少しましたが、梯子車･高所放水車制御装置・非接触ＩＤシステム及び可塑成形が増加し、売上高は

７億41百万円（前年同期比24.9％増）となりました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

（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４億67百万円減少し、

194億23百万円となりました。これは、現金及び預金が14億15百万円、たな卸資産が８億11百万円そ

れぞれ増加しましたが、受取手形及び売掛金が26億44百万円減少したことなどによるものです。 

当第２四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ５億35百万円減少し、99億

83百万円となりました。これは、長期借入金が２億82百万円増加しましたが、未払金が５億39百万

円、未払法人税等が２億４百万円、短期借入金が56百万円それぞれ減少したことなどによるもので

す。 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ67百万円増加し、94億40

百万円となりました。これは、その他有価証券評価差額金が１億38百万円減少しましたが、利益剰

余金が２億11百万円増加したことなどによるものです。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

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（以下「資金」という。）は、前連結会

計年度末に比べ13億91百万円増加し、30億47百万円となりました。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金は、19億４百万円の増加（前年同期は１

億88百万円の減少）となりました。これは、たな卸資産の増加により８億11百万円、役員退職慰労

引当金の減少により96百万円それぞれ資金が減少しましたが、売上債権の回収により26億44百万円

資金が増加したことなどによるものです。 
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②投資活動によるキャッシュ・フロー 

当第２四半期連結累計期間末における投資活動による資金は、６億９百万円の減少（前年同期は

１億９百万円の減少）となりました。これは、関係会社株式の取得による支出５億39百万円、有形

及び無形固定資産の取得による支出50百万円などによるものです。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

当第２四半期連結累計期間末における財務活動による資金は、96百万円の増加（前年同期は１億

78百万円の減少）となりました。これは、借入金の返済による支出が３億14百万円、配当金の支払

額が１億24百万円それぞれありましたが、借入による収入が５億40百万円あったことなどによるも

のです。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期は前年同期と比較して、売上高、利益ともに上回り、概ね当初予定通りに推移して

おり、平成22年５月18日発表の業績予想に変更はありません。 

 

２．その他の情報 

(1) 重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

法人税等ならびに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定

する方法によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等及び一時差異

等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績

予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

表示方法の変更 

（連結損益計算書関係） 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき財務諸

表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用に伴い、当第

２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 
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３．四半期連結財務諸表 
(1) 四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

当第２四半期 
連結会計期間末 

(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,122,728 1,707,666

受取手形及び売掛金 3,528,016 6,172,331

商品及び製品 2,103,940 2,467,207

仕掛品 3,935,845 2,760,993

原材料及び貯蔵品 873,776 874,330

その他 453,442 498,532

貸倒引当金 △2,354 △4,078

流動資産合計 14,015,396 14,476,982

固定資産   

有形固定資産 1,743,671 1,782,132

無形固定資産 51,436 54,626

投資その他の資産   

投資有価証券 2,944,860 2,983,560

その他 674,984 598,488

貸倒引当金 △7,218 △4,765

投資その他の資産合計 3,612,626 3,577,284

固定資産合計 5,407,733 5,414,042

資産合計 19,423,130 19,891,024

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,927,123 2,893,381

短期借入金 3,292,608 3,349,352

未払法人税等 88,636 293,441

賞与引当金 404,071 439,339

役員賞与引当金 9,114 38,550

製品補修引当金 100,796 100,796

受注損失引当金 128,182 128,182

その他 704,653 1,212,281

流動負債合計 7,655,185 8,455,323

固定負債   

長期借入金 572,502 290,433

退職給付引当金 1,646,120 1,597,260

役員退職慰労引当金 72,377 168,823

その他 36,880 6,772

固定負債合計 2,327,880 2,063,288

負債合計 9,983,066 10,518,612
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(単位：千円)

当第２四半期 
連結会計期間末 

(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,500,039 1,500,039

資本剰余金 1,233,716 1,233,716

利益剰余金 6,466,277 6,255,260

自己株式 △50,312 △45,784

株主資本合計 9,149,721 8,943,232

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 290,342 429,179

評価・換算差額等合計 290,342 429,179

純資産合計 9,440,063 9,372,411

負債純資産合計 19,423,130 19,891,024
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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：千円)

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

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

売上高 6,412,115 6,475,213

売上原価 4,958,084 4,911,840

売上総利益 1,454,031 1,563,373

販売費及び一般管理費 1,346,124 1,308,557

営業利益 107,906 254,815

営業外収益   

受取配当金 33,236 32,735

持分法による投資利益 － 154,991

株式割当益 － 41,860

雑収入 4,316 6,783

営業外収益合計 37,553 236,370

営業外費用   

支払利息 28,232 24,638

雑損失 526 2,656

営業外費用合計 28,758 27,294

経常利益 116,700 463,891

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,215 1,513

償却債権取立益 250 210

特別利益合計 1,465 1,724

特別損失   

固定資産除却損 224 736

特別損失合計 224 736

税金等調整前四半期純利益 117,942 464,879

法人税、住民税及び事業税 34,232 79,302

法人税等調整額 23,781 49,598

法人税等合計 58,014 128,900

少数株主損益調整前四半期純利益 － 335,978

四半期純利益 59,928 335,978
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

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

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

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 117,942 464,879

減価償却費 167,133 134,067

持分法による投資損益（△は益） － △154,991

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,465 729

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △34,550 △29,436

賞与引当金の増減額（△は減少） 364,246 △35,267

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △11,960 △96,446

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15,503 48,860

受取利息及び受取配当金 △33,795 △33,316

支払利息 28,232 24,638

固定資産除却損 224 736

売上債権の増減額（△は増加） 1,636,330 2,644,314

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,252,731 △811,032

仕入債務の増減額（△は減少） △88,948 33,741

未払費用の増減額（△は減少） △694,538 △73,990

未払消費税等の増減額（△は減少） △41,540 △50,942

その他の流動資産の増減額（△は増加） △31,215 5,745

その他の流動負債の増減額（△は減少） △14,467 152,298

その他 △6,265 △56,225

小計 118,134 2,168,362

利息及び配当金の受取額 33,795 35,416

利息の支払額 △28,232 △24,638

法人税等の支払額 △312,649 △274,802

営業活動によるキャッシュ・フロー △188,951 1,904,337

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 △38,000 △24,000

定期預金の払戻による収入 14,000 －

有形及び無形固定資産の取得による支出 △78,386 △50,525

投資有価証券の取得による支出 △9,810 △619

関係会社株式の取得による支出 － △539,875

貸付けによる支出 △12,000 －

貸付金の回収による収入 14,165 3,170

その他 787 2,007

投資活動によるキャッシュ・フロー △109,244 △609,842
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(単位：千円)

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

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

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 510,000 170,000

短期借入金の返済による支出 △510,000 △225,000

長期借入れによる収入 500,000 370,000

長期借入金の返済による支出 △552,669 △89,674

自己株式の取得による支出 △1,688 △4,527

配当金の支払額 △124,635 △124,230

財務活動によるキャッシュ・フロー △178,993 96,567

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △477,189 1,391,062

現金及び現金同等物の期首残高 1,888,440 1,656,666

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,411,251 3,047,728
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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