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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 8,991 ― 289 ― 218 ― 121 ―
20年3月期第2四半期 9,310 4.0 581 28.5 512 30.7 292 30.3

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 2.81 ―
20年3月期第2四半期 6.69 ―

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 20,957 14,479 66.4 322.21
20年3月期 22,417 14,849 63.7 330.34

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  13,914百万円 20年3月期  14,272百万円

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 ― ― ― 7.00 7.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 7.00 7.00

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  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 19,500 △2.1 990 △30.2 830 △35.0 480 △28.1 11.12

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．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ます。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可
能性があります。業績予想の背景等については、２ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
２．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)及び「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。  

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） 21年3月期第2四半期  47,800,580株 20年3月期  47,800,580株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  4,614,811株 20年3月期  4,595,149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  43,196,391株 20年3月期第2四半期  43,789,484株
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当第２四半期連結累計期間（平成20年4月1日から平成20年9月30日まで）におけるわが国経済は、米

国の金融危機が招いた世界経済の混乱が波及し、景況が次第に悪化してまいりました。 

 このような経営環境のなかで当社グループは、営業機能を再編し、マーケティング力の強化を図ると

ともに地域別の営業と連携して機動的な活動を行うソリューション営業体制で市場への密着度を高めま

した。生産面では中国における計装受注拡大に対応して、現地生産力の強化を図り、また、国内におい

ては生産改革による短納期対応やコストダウンに注力いたしました。 

 当第２四半期累計期間における連結業績は、受注高は9,348百万円（前年同期比 11.4％減）、売上高

は8,991百万円（前年同期比3.4％減）となりました。このうち国内向けの売上高は7,284百万円（前年

同期比5.5％減）、海外売上高は1,707百万円（前年同期比6.8％増）であります。  

 内容別では、『計測制御機器』は記録計のＫＲシリーズやサイリスタは伸長しましたが、調節計やそ

の他全般的な伸び悩みにより3,303百万円（前年同期比3.2％減）、『計装システム』はカロリー計測関

連は伸長しましたが、他は減少し3,159百万円（前年同期比3.4％減）、『センサ』は放射機器は昨年発

売したＣＰＡ－Ｔ４００等が順調に拡大しました。また温度センサも数量は伸びたものの、価格下落に

より金額ベースでは前年を下回ることとなり、全体では2,058百万円（前年同期比5.1％減）、『その

他』は修理・サービス等がやや増加し469百万円（前年同期比2.5％増）となりました。  

 利益面では、営業利益は289百万円（前年同期比50.3％減）、経常利益は218百万円（前年同期比

57.3％減）、当四半期純利益は121百万円（前年同期比58.6％減）であります。  

  

(1)資産、負債、純資産等の状況 

当第２四半期末の財政状態は前期末（平成20年3月末）より総資産が1,459百万円減少、一方、負

債合計は1,090百万円減少しました。流動資産の増減の主なものは現金預金・有価証券（115百万円

増）、受取手形及び売掛金（1,563百万円減）、たな卸資産（270百万円増）等であります。固定資

産は、投資その他の資産では192百万円減少しました。負債の増減の主なものは、支払手形及び買

掛金（698百万円減）等であります。また、純資産は14,479百万円となり、自己資本比率は66.4％

となりました。  

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益217百万円、減価償却費367百

万円、売上債権の減少額1,505百万円のプラスに対し、たな卸資産の増加292百万円、法人税等の支

払額190百万円、仕入債務の減少685百万円等のマイナスがあり、収支は683百万円のプラス（前年

同期1,019百万円のプラス）になりました。  

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出293百万円等により314百

万円のマイナス（前年同期627百万円のマイナス）となりました。  

 財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払297百万円等で301百万円のマイナス（前年

同期401百万円のマイナス）となっております。  

 以上の結果、現金及び現金同等物の当第２四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ22百万円増

加し、3,130百万円となりました。  

  

通期の業績見通しにつきましては、国内・外景気の減速、為替相場の急激な変動等、経済環境が急激

に変化し先行きの不透明感が増して期初予想を下回る見込でありますので、平成20年10月30日に平成21

年３月期の連結業績予想を修正しております。 

 なお、修正後の通期連結業績予想につきましては、サマリー情報の「３．平成21年３月期の連結業績

予想」に記載のとおりであります。 

  

【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

(2)連結キャッシュ・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。 
  

税金費用の計算 
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もり、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。 
  

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)及び「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棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を当第１四半期連
結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの
方法）に変更しております。なお、この変更による損益への影響はありません。 

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

㈱チノー （6850）平成21年３月期　第２四半期決算短信

3



5. 【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 3,273,217 3,108,197 

受取手形及び売掛金 7,571,823 9,135,789 

商品 323,710 292,087 

製品 555,105 450,341 

原材料 1,086,192 1,078,569 

仕掛品 878,607 752,270 

その他 578,602 586,526 

貸倒引当金 △18,090 △20,640 

流動資産合計 14,249,169 15,383,141 

固定資産 

有形固定資産 3,936,881 4,054,946 

無形固定資産 244,000 259,367 

投資その他の資産 

その他 2,527,393 2,719,977 

貸倒引当金 △4 △5 

投資その他の資産合計 2,527,389 2,719,972 

固定資産合計 6,708,271 7,034,285 

資産合計 20,957,440 22,417,427 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 2,951,894 3,650,281 

短期借入金 740,000 710,000 

未払法人税等 92,527 203,420 

賞与引当金 474,964 460,419 

その他 548,686 699,047 

流動負債合計 4,808,074 5,723,169 

固定負債 

退職給付引当金 1,306,912 1,359,692 

役員退職慰労引当金 94,905 185,885 

その他 268,287 299,582 

固定負債合計 1,670,105 1,845,160 

負債合計 6,478,179 7,568,330 

純資産の部 

株主資本 

資本金 4,292,027 4,292,027 

資本剰余金 4,072,140 4,072,140 

利益剰余金 6,857,926 7,043,367 

自己株式 △1,404,169 △1,398,607 

株主資本合計 13,817,925 14,008,928 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 104,713 138,862 

為替換算調整勘定 △7,755 124,889 

評価・換算差額等合計 96,957 263,752 

少数株主持分 564,378 576,416 

純資産合計 14,479,261 14,849,097 

負債純資産合計 20,957,440 22,417,427 
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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） 

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 8,991,152 

売上原価 6,388,484 

売上総利益 2,602,668 

販売費及び一般管理費 

給料手当及び賞与 858,782 

賞与引当金繰入額 194,472 

退職給付費用 56,601 

役員退職慰労引当金繰入額 25,734 

研究開発費 242,543 

その他 935,424 

販売費及び一般管理費合計 2,313,559 

営業利益 289,108 

営業外収益 

受取利息 9,656 

受取配当金 14,948 

その他 29,442 

営業外収益合計 54,047 

営業外費用 

支払利息 5,230 

退職給付会計基準変更時差異の処理額 113,163 

その他 5,966 

営業外費用合計 124,360 

経常利益 218,795 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 1,940 

その他 163 

特別利益合計 2,103 

特別損失 

固定資産処分損 3,664 

特別損失合計 3,664 

税金等調整前四半期純利益 217,235 

法人税等 78,824 

少数株主利益 17,050 

四半期純利益 121,360 
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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） 

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利益 217,235 

減価償却費 367,439 

のれん償却額 13,871 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,550 

受取利息及び受取配当金 △24,605 

支払利息 5,230 

売上債権の増減額（△は増加） 1,505,775 

たな卸資産の増減額（△は増加） △292,678 

仕入債務の増減額（△は減少） △685,003 

その他 △250,095 

小計 854,618 

利息及び配当金の受取額 24,615 

利息の支払額 △5,230 

法人税等の支払額 △190,834 

営業活動によるキャッシュ・フロー 683,168 

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 △142,570 

有形固定資産の取得による支出 △293,814 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △5,000 

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還によ
る収入 

50,000 

貸付金の回収による収入 4,788 

保険積立金の払戻による収入 149,827 

その他 △77,445 

投資活動によるキャッシュ・フロー △314,214 

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） 30,000 

自己株式の取得による支出 △5,562 

配当金の支払額 △297,015 

少数株主への配当金の支払額 △29,088 

財務活動によるキャッシュ・フロー △301,666 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △44,837 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 22,450 

現金及び現金同等物の期首残高 3,108,197 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,130,647 
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注記事項 

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)及び「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 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

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)における当社グループ

(当社及び連結子会社)の事業は、計測制御機器等の製造販売という単一の産業区分に属する事業で

あります。 

  

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) 

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略しております。 

  

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  国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２  本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア ……………… 中国、韓国、インド等 

(2) 北 米 ……………… 米国、カナダ等 

(3) 欧 州 ……………… チェコ、イタリア、ドイツ等 

(4) その他 ……………… オーストラリア等 

３  海外売上高は、当社及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

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

アジア 北米 欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 1,291,408 272,151 134,503 9,025 1,707,087

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― ― 8,991,152

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

14.4 3.0 1.5 0.1 19.0

(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 

  

 
  

  

「参考資料」

(1)（要約）中間連結損益計算書

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）

金額（千円）

Ⅰ 売上高 9,310,009

Ⅱ 売上原価 6,454,014

   売上総利益 2,855,995

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,274,385

   営業利益 581,609

Ⅳ 営業外収益 57,296

Ⅴ 営業外費用 126,191

   経常利益 512,714

Ⅵ 特別利益 ―

Ⅶ 特別損失 1,375

   税金等調整前 
   四半期純利益

511,338

   法人税等 190,634

   少数株主利益 27,721

   中間純利益 292,982
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(2)（要約）中間連結キャッシュ・フロー計算書

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）

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前中間純利益 511,338
   減価償却費 342,525
   売上債権の減少額 1,000,177

   たな卸資産の増加額 △321,028

   仕入債務の減少額 △186,099

   その他 △34,283

    小計 1,312,630

   法人税等の支払額 △308,977

   その他 15,817

   営業活動によるキャッシュ・フロー 1,019,470

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   有形固定資産の取得による支出 △282,494

   その他 △345,229

   投資活動によるキャッシュ・フロー △627,724

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   自己株式の取得による支出 △77,056

   配当金の支払額 △301,142

   その他 △23,461

   財務活動によるキャッシュ・フロー △401,660

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 16,851

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 6,937

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,102,386

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 3,109,324
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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) 

当社グループ(当社及び連結子会社)の事業は、計測制御機器等の製造販売という単一の産業区分

に属する事業であります。 

  

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) 

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略しております。 

  

前中間連結会計期間期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

(注) １  国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２  本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア ……………… 中国、韓国、台湾等 

(2) 北 米 ……………… 米国、カナダ等 

(3) 欧 州 ……………… ドイツ、イタリア、フランス等 

(4) その他 ……………… オーストラリア等 

３  海外売上高は、当社及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。 

(3)セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

アジア 北米 欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 1,130,748 330,571 127,195 10,137 1,598,651

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― ― 9,310,009

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

12.1 3.6 1.4 0.1 17.2
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                （単位千円：未満切捨） 

 
（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

                （単位千円：未満切捨） 

 
（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

                （単位千円：未満切捨） 

 
（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

6.その他の情報

(1)受注高

事業部門の名称
当第2四半期

(自 平成20年4月 1日 
  至 平成20年9月30日)

計測制御機器 3,298,314

計装システム 3,417,492

センサ 2,166,992

その他 465,657

合計 9,348,455

(2)受注残高

事業部門の名称
当第2四半期

(自 平成20年4月 1日 
  至 平成20年9月30日)

計測制御機器 673,403

計装システム 2,597,937

センサ 713,963

その他 83,743

合計 4,069,046

(3)販売実績

事業部門の名称
当第2四半期

(自 平成20年4月 1日 
  至 平成20年9月30日)

計測制御機器 3,303,571

計装システム 3,159,182

センサ 2,058,777

その他 469,622

合計 8,991,152
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