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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 5,775 △35.8 △656 ― △735 ― △579 ―
21年3月期第2四半期 8,991 ― 289 ― 218 ― 121 ―

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 △13.49 ―
21年3月期第2四半期 2.81 ―

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 18,206 13,181 69.2 293.13
21年3月期 19,874 13,934 67.1 310.51

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  12,593百万円 21年3月期  13,342百万円

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
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 5.00
22年3月期 ― ―
22年3月期 

（予想）
― 5.00 5.00

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 13,100 △24.0 △310 ― △520 ― △350 ― △8.15
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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、４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） 

(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、３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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
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 47,800,580株 21年3月期  47,800,580株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  4,837,086株 21年3月期  4,831,276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 42,966,008株 21年3月期第2四半期 43,196,391株
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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）は世界同時不況から中国、イ

ンドなどがいち早く立ち直りつつありますが、わが国においては経済回復の兆しが見えぬままに推移致し

ました。生産面では一部底入れの兆しもみえ始めておりますが、当社の主要市場である企業の設備投資は

依然低迷が続いております。  

 このような状況のもとで、当社はこれまでの事業部制に変えて販売事業部を営業本部のもとに一本化す

るとともに、全国ネットで機動的な活動を行うソリューション営業を拡充して顧客への密着度を高め、ま

た、グループ間交流を密にして戦略的な営業活動を展開してまいりました。  

 生産面では、受注減に対応して工場や管理部門を中心に一時休業を実施して生産調整を行い、また、資

材調達部門を強化して材料費低減に注力するとともに、コストダウンプロジェクトによりあらゆる費用の

見直しを行って固定費を削減し損益分岐点を引き下げる活動を展開しました。  

当第２四半期連結累計期間の連結業績につきましては、受注高は6,440百万円（前年同期比31.1％

減）、売上高は5,775百万円(前年同期比35.8％減)となりました。このうち国内売上高は4,670百万円（前

年同期比35.9％減）、海外売上高は1,105百万円(前年同期比35.2％減)となりました。これにより、連結

売上高に占める海外売上高の割合は19.1％であります。 

品目別の売上高は、『計測制御機器』は民生機器を除き記録計、調節計がいずれも大幅減となり2,301

百万円(前年同期比30.3％減)、最も設備投資減少の影響を受けた『計装システム』は1,655百万円(前年同

期比47.6％減)、『センサ』は温度センサは比較的底堅い需要があったものの全体では1,436百万円(前年

同期比30.2％減)となりました。また、『その他』は修理・サービス等が減少し381百万円(前年同期比

18.7％減)であります。 

利益面では、営業損失656百万円、経常損失735百万円、当四半期純損失579百万円となりました。  

  
  

当第２四半期末の財政状態は前期末（平成21年3月末）より総資産が1,667百万円減少、一方、負債合

計は914百万円減少しました。流動資産の増減の主なものは現金預金（470百万円増）、受取手形及び売

掛金（1,963百万円減）等であります。固定資産は、有形固定資産が143百万円減少しました。負債の増

減の主なものは、支払手形及び買掛金（758百万円減）等であります。また、純資産は13,181百万円と

なり、自己資本比率は69.2％となりました。  

営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費352百万円、売上債権の減少額1,945百万円のプラ

スに対し、税金等調整前四半期純損失840百万円、仕入債務の減少729百万円等のマイナスがあり、収支

は736百万円のプラス（前年同期683百万円のプラス）になりました。  

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入200百万円、有形固定資産の取得

による支出175百万円等により98百万円のプラス（前年同期314百万円のマイナス）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213百万円等で230百万円のマイナス（前年同期

301百万円のマイナス）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616百万円増加

し、3,673百万円となりました。  

  

平成22年３月期の通期の連結業績予想につきましては、平成21年８月７日に発表いたしました業績予想

の数値に変更はありません。 

  
  

・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) 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 

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。 

 なお、見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定

実効税率を使用しております。 

 また、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  
  

該当事項はありません。 

  
  

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
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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：千円）

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 3,743,047 3,272,182

受取手形及び売掛金 5,011,110 6,975,104

商品及び製品 720,019 702,344

仕掛品 717,397 634,803

原材料及び貯蔵品 1,108,658 1,195,013

その他 894,261 894,537

貸倒引当金 △13,984 △18,867

流動資産合計 12,180,511 13,655,118

固定資産   

有形固定資産 3,626,830 3,770,269

無形固定資産   

のれん 238,699 260,466

その他 182,123 172,821

無形固定資産合計 420,823 433,288

投資その他の資産   

その他 1,978,302 2,015,383

貸倒引当金 △4 △5

投資その他の資産合計 1,978,298 2,015,378

固定資産合計 6,025,952 6,218,935

資産合計 18,206,463 19,874,054

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,818,414 2,576,560

短期借入金 727,854 733,103

未払法人税等 47,197 70,727

賞与引当金 263,536 363,126

その他 363,623 478,049

流動負債合計 3,220,625 4,221,566

固定負債   

退職給付引当金 1,407,497 1,316,074

役員退職慰労引当金 120,180 116,589

その他 276,812 285,273

固定負債合計 1,804,490 1,717,937

負債合計 5,025,115 5,939,504
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（単位：千円）

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) 

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 5,919,186 6,715,123

自己株式 △1,450,713 △1,449,280

株主資本合計 12,832,641 13,630,011

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 18,056 △40,085

為替換算調整勘定 △256,983 △247,641

評価・換算差額等合計 △238,926 △287,726

少数株主持分 587,633 592,265

純資産合計 13,181,347 13,934,549

負債純資産合計 18,206,463 19,874,054
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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 8,991,152 5,775,933

売上原価 6,388,484 4,347,064

売上総利益 2,602,668 1,428,868

販売費及び一般管理費   

給料手当及び賞与 858,782 878,700

賞与引当金繰入額 194,472 114,244

退職給付費用 56,601 76,066

役員退職慰労引当金繰入額 25,734 17,316

研究開発費 242,543 125,993

その他 935,424 873,308

販売費及び一般管理費合計 2,313,559 2,085,631

営業利益又は営業損失（△） 289,108 △656,762

営業外収益   

受取利息 9,656 7,782

受取配当金 14,948 11,178

仕入割引 12,422 －

保険返戻金 － 11,769

その他 17,019 20,704

営業外収益合計 54,047 51,434

営業外費用   

支払利息 5,230 5,561

退職給付会計基準変更時差異の処理額 113,163 113,162

その他 5,966 11,824

営業外費用合計 124,360 130,548

経常利益又は経常損失（△） 218,795 △735,877

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,940 1,112

雇用調整助成金 － 17,771

その他 163 －

特別利益合計 2,103 18,883

特別損失   

固定資産処分損 3,664 4,124

投資有価証券評価損 － 93,082

休業手当 － 26,659

特別損失合計 3,664 123,867

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

217,235 △840,861

法人税等 78,824 △266,527

少数株主利益 17,050 5,481

四半期純利益又は四半期純損失（△） 121,360 △579,815

㈱チノー　（6850）　平成22年３月期　第２四半期決算短信

－7－



(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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

217,235 △840,861

減価償却費 367,439 352,699

のれん償却額 13,871 21,767

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,550 △4,657

受取利息及び受取配当金 △24,605 △18,960

支払利息 5,230 5,561

投資有価証券評価損益（△は益） － 93,082

売上債権の増減額（△は増加） 1,505,775 1,945,907

たな卸資産の増減額（△は増加） △292,678 △38,445

仕入債務の増減額（△は減少） △685,003 △729,726

その他 △250,095 △131,533

小計 854,618 654,833

利息及び配当金の受取額 24,615 18,960

利息の支払額 △5,230 △5,561

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △190,834 68,089

営業活動によるキャッシュ・フロー 683,168 736,322

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 △20,000

定期預金の払戻による収入 － 165,291

有形固定資産の取得による支出 △293,814 △175,674

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △5,000 △10,036

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

50,000 200,000

貸付金の回収による収入 4,788 4,832

保険積立金の払戻による収入 149,827 11,088

その他 △77,445 △76,502

投資活動によるキャッシュ・フロー △314,214 98,998

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 △4,635

自己株式の取得による支出 △5,562 △1,432

配当金の支払額 △297,015 △213,968

少数株主への配当金の支払額 △29,088 △10,113

財務活動によるキャッシュ・フロー △301,666 △230,149

現金及び現金同等物に係る換算差額 △44,837 10,985

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 22,450 616,155

現金及び現金同等物の期首残高 3,108,197 3,056,891

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,130,647 3,673,047
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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)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)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。 

  

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) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合が

いずれも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  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 ……………… ブラジル等 

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。 

  

該当事項はありません。 

(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】

【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

アジア 北米 欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 866,268 86,324 97,598 55,478 1,105,668

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― ― 5,775,933

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

15.0 1.5 1.7 0.9 19.1

(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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前第２四半期連結累計期間における生産実績は、次のとおりであります。 
  

 
(注) １ 金額は、見込販売価額で示してあります。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
  

前第２四半期連結累計期間における受注状況は、次のとおりであります。 
  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

前第２四半期連結累計期間における販売実績は、次のとおりであります。 
  

 
(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

 【生産、受注及び販売の状況】

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）

(1) 生産実績

事業部門の名称 金額(千円)

計測制御機器 3,263,126

計装システム 2,267,065

センサ 1,739,786

その他 181,530

合計 7,451,507

(2) 受注状況

事業部門の名称 受注高(千円) 受注残高(千円)

計測制御機器 3,298,314 673,403

計装システム 3,417,492 2,597,937

センサ 2,166,992 713,963

その他 465,657 83,743

合計 9,348,455 4,069,046

(3) 販売実績

事業部門の名称 金額(千円)

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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当第２四半期連結累計期間における生産実績は、次のとおりであります。 
  

 
(注) １ 金額は、見込販売価額で示してあります。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第２四半期連結累計期間における受注状況は、次のとおりであります。 
  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第２四半期連結累計期間における販売実績は、次のとおりであります。 
  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

  

  

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）

(1) 生産実績

事業部門の名称 金額(千円)

計測制御機器 2,138,480

計装システム 981,279

センサ 1,212,365

その他 138,169

合計 4,470,293

(2) 受注状況

事業部門の名称 受注高(千円) 受注残高(千円)

計測制御機器 2,381,694 557,872

計装システム 2,111,573 1,592,723

センサ 1,558,729 543,287

その他 388,494 78,841

合計 6,440,490 2,772,723

(3) 販売実績

事業部門の名称 金額(千円)

計測制御機器 2,301,982

計装システム 1,655,610

センサ 1,436,698

その他 381,643

合計 5,775,933
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