
平成22年3月期 第3四半期決算短信 

平成22年2月8日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 チノー 上場取引所 東 
コード番号 6850 URL http://www.chino.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 苅谷 嵩夫
問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役経営管理担当兼社長室長 （氏名） 斉藤 卿是 TEL 03-3956-2115
四半期報告書提出予定日 平成22年2月12日
配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 9,073 △30.2 △668 ― △771 ― △634 ―
21年3月期第3四半期 13,006 ― 289 ― 126 ― 37 ―

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3四半期 △14.77 ―
21年3月期第3四半期 0.87 ―

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3四半期 18,913 13,127 66.4 292.29
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3四半期  12,556百万円 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  有   

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）
4.00 4.00

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  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 12,800 △25.8 △450 ― △540 ― △480 ― △11.17
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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3四半期 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3四半期  4,840,894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3四半期 42,964,482株 21年3月期第3四半期 43,153,407株
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当第３四半期連結累計期間（平成21年4月1日から平成21年12月31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るなか、わが国においては経済回復は非常にゆるやかな足取りとなり、また、

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、当社は販売事業部を営業本部のもとに一本化しソリューション営業を拡充し

て顧客への密着度を高めるなど営業力の強化に努めてまいりました。  

 また、資材調達部門を強化し、内製化を進め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３四半期連結累計期間の連結業績につきましては、受注高は9,911百万円（前年同期比22.6％

減）、売上高は9,073百万円(前年同期比30.2％減)となりました。このうち国内売上高は7,501百万円（前

年同期比29.1％減）、海外売上高は1,571百万円(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17.3％であります。 

品目別の売上高は、『計測制御機器』は民生機器がインフルエンザ対策需要で伸長したものの、記録

計、調節計がいずれも大幅減となり3,646百万円(前年同期比23.2％減)、『計装システム』は最も設備投

資減少の影響を受け2,565百万円(前年同期比43.4％減)、『センサ』は温度センサは消耗品のため比較的

底堅い需要があったものの全体では 2,288百万円(前年同期比25.1％減)となりました。修理・サービス

等『その他』は減少し573百万円(前年同期比15.5％減)であります。 

利益面では、営業損失668百万円、経常損失771百万円、四半期純損失634百万円となりました。  

  
  

当第３四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960百万円減少、一方、負債合計

は152百万円減少しました。流動資産の増減の主なものは現金預金（504百万円増）、受取手形及び売掛

金（1,807百万円減）等であります。固定資産は、有形固定資産が258百万円減少しました。負債の増減

の主なものは、支払手形及び買掛金（98百万円減）等であります。また、純資産は13,127百万円とな

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、減価償却費544百万円、売上債権の減少額1,812百万円のプラ

スに対し、税金等調整前四半期純損失877百万円、たな卸資産の増加392百万円等のマイナスがあり、収

支は1,107百万円のプラス（前年同期779百万円のプラス）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252百万円等により225百万円のマイナス（前年同期320百万円のマイナス）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214百万円等で259百万円のマイナス（前年同期

308百万円のマイナス）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３四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ649百万円増加

し、3,706百万円となりました。  

  

平成21年８月７日に公表しました平成22年３月期通期連結業績予想を修正致します。 

 なお、当該業績予想の修正の詳細につきましては本日公表の「業績予想の修正および配当予想の修正に

関するお知らせ」をご参照ください。 

  
  

・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) 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３四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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 3,776,450 3,272,182

受取手形及び売掛金 5,167,170 6,975,104

有価証券 199,969 195,768

商品及び製品 888,918 702,344

仕掛品 839,843 634,803

原材料及び貯蔵品 1,184,457 1,195,013

その他 996,332 698,769

貸倒引当金 △14,713 △18,867

流動資産合計 13,038,427 13,655,118

固定資産   

有形固定資産 3,512,068 3,770,269

無形固定資産   

のれん 227,816 260,466

その他 172,655 172,821

無形固定資産合計 400,471 433,288

投資その他の資産   

その他 1,962,647 2,015,383

貸倒引当金 △4 △5

投資その他の資産合計 1,962,643 2,015,378

固定資産合計 5,875,183 6,218,935

資産合計 18,913,611 19,874,054

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,478,136 2,576,560

短期借入金 715,306 733,103

未払法人税等 90,238 70,727

賞与引当金 129,196 363,126

その他 507,674 478,049

流動負債合計 3,920,552 4,221,566

固定負債   

退職給付引当金 1,460,934 1,316,074

役員退職慰労引当金 127,867 116,589

その他 277,220 285,273

固定負債合計 1,866,021 1,717,937

負債合計 5,786,574 5,939,504
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 5,860,415 6,715,123

自己株式 △1,451,573 △1,449,280

株主資本合計 12,773,010 13,630,011

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,212 △40,085

為替換算調整勘定 △211,121 △247,641

評価・換算差額等合計 △216,333 △287,726

少数株主持分 570,360 592,265

純資産合計 13,127,037 13,934,549

負債純資産合計 18,913,611 19,874,054
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 13,006,025 9,073,166

売上原価 9,310,217 6,591,229

売上総利益 3,695,807 2,481,937

販売費及び一般管理費   

給料手当及び賞与 1,454,132 1,330,923

賞与引当金繰入額 91,573 67,637

退職給付費用 85,493 115,371

役員退職慰労引当金繰入額 32,810 24,865

研究開発費 357,217 189,179

その他 1,384,648 1,422,850

販売費及び一般管理費合計 3,405,877 3,150,827

営業利益又は営業損失（△） 289,930 △668,890

営業外収益   

受取利息 17,090 11,492

受取配当金 24,156 17,276

仕入割引 17,087 －

保険返戻金 － 23,757

その他 30,714 28,881

営業外収益合計 89,049 81,409

営業外費用   

支払利息 6,547 8,106

退職給付会計基準変更時差異の処理額 169,745 169,743

為替差損 60,635 －

その他 15,446 5,736

営業外費用合計 252,374 183,586

経常利益又は経常損失（△） 126,605 △771,067

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,970 602

雇用調整助成金 － 25,299

その他 163 243

特別利益合計 2,134 26,145

特別損失   

固定資産処分損 4,733 4,980

投資有価証券評価損 － 98,470

休業手当 － 29,259

特別損失合計 4,733 132,710

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（△）

124,006 △877,633

法人税等 55,413 △245,286

少数株主利益 31,225 2,233

四半期純利益又は四半期純損失（△） 37,366 △634,579
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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（△）

124,006 △877,633

減価償却費 564,955 544,167

のれん償却額 20,807 32,650

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,007 △3,840

受取利息及び受取配当金 △41,247 △28,769

支払利息 6,547 8,106

投資有価証券評価損益（△は益） － 98,470

売上債権の増減額（△は増加） 1,670,971 1,812,096

たな卸資産の増減額（△は増加） △351,345 △392,175

仕入債務の増減額（△は減少） △598,928 △82,974

その他 △280,321 △65,895

小計 1,112,437 1,044,203

利息及び配当金の受取額 41,257 28,769

利息の支払額 △6,547 △8,106

法人税等の支払額 △368,069 42,901

営業活動によるキャッシュ・フロー 779,078 1,107,767

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 △152,570 △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 △486,668 △252,480

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △35,789 △210,005

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 12,628 7,441

保険積立金の払戻による収入 390,871 14,734

その他 △98,721 △130,446

投資活動によるキャッシュ・フロー △320,250 △225,466

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） 60,000 △18,235

自己株式の取得による支出 △40,648 △2,292

配当金の支払額 △299,237 △214,498

少数株主への配当金の支払額 △29,088 △24,137

財務活動によるキャッシュ・フロー △308,974 △259,164

現金及び現金同等物に係る換算差額 △80,998 26,421

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 68,854 649,558

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 3,177,052 3,706,450
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該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間(自平成20年４月１日 至平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累

計期間(自平成21年４月１日 至平成21年12月31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３四半期連結累計期間(自平成20年４月１日 至平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累

計期間(自平成21年４月１日 至平成21年12月31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３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

 
  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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 ……………… 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) 1,861,891 354,837 192,358 14,795 2,423,881

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― ― 13,006,025

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

14.3 2.7 1.5 0.1 18.6

アジア 北米 欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 1,252,315 119,401 140,896 58,910 1,571,522

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― ― 9,073,166

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

13.8 1.3 1.6 0.6 17.3

(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３四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３四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３四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３四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31日）

(1) 生産実績

事業部門の名称 金額(千円)

計測制御機器 4,704,846

計装システム 3,053,772

センサ 2,651,277

その他 263,382

合計 10,673,277

(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 4,727,876 661,955

計装システム 4,393,673 2,204,276

センサ 3,010,350 563,011

その他 673,822 82,198

合計 12,805,721 3,511,440

(3) 販売実績

事業部門の名称 金額(千円)

計測制御機器 4,744,581

計装システム 4,529,024

センサ 3,053,087

その他 679,333

合計 13,006,025
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当第３四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３四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３四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３四半期連結累計期間（自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31日）

(1) 生産実績

事業部門の名称 金額(千円)

計測制御機器 3,596,373

計装システム 1,598,306

センサ 1,955,513

その他 207,132

合計 7,357,324

(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 3,876,365 708,349

計装システム 3,098,421 1,670,052

センサ 2,351,953 485,132

その他 584,564 82,770

合計 9,911,303 2,946,303

(3) 販売実績

事業部門の名称 金額(千円)

計測制御機器 3,646,176

計装システム 2,565,129

センサ 2,288,077

その他 573,784

合計 9,073,166

－11－

㈱チノー（6850）　　平成22年3月期　第3四半期決算短信


	表紙.pdf
	定性的情報
	財務諸表
	その他



