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(百万円未満切捨て)

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）

 (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 7,215 24.9 153 ― 104 ― △66 ―

22年３月期第２四半期 5,775 △35.8 △656 ― △735 ― △579 ―

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 △1 56 ―

22年３月期第２四半期 △13 49 ―

 (2) 連結財政状態

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

23年３月期第２四半期 19,091 13,105 65.4 290 50

22年３月期 19,787 13,478 64.9 299 02

(参考) 自己資本 23年３月期第２四半期 12,477百万円 22年３月期 12,845百万円

2. 配当の状況

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 ― ― ― 4 00 4 00

 23年３月期 ― ―

23年３月期(予想) ― 5 00 5 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、通期は対前期増減率)

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 16,300 19.3 750 ― 700 ― 330 ― 7 68



  

  

 

 

 
(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） 

 
  

  

・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、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

・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「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.４「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規  ― 社             除外  ― 社          

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 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) 23年３月期２Ｑ 47,800,580株 22年３月期 47,800,580株

② 期末自己株式数 23年３月期２Ｑ 4,848,015株 22年３月期 4,843,013株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期２Ｑ 42,955,603株 22年３月期２Ｑ 42,966,008株

（※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示）

（※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項）



1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 ………………………………………… 2 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………… 2 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………… 2 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………… 3 

2. その他の情報 …………………………………………………………………………… 4 

(1) 重要な子会社の異動の概要 ………………………………………………………… 4 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………… 4 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………… 4 

3. 四半期連結財務諸表 …………………………………………………………………… 5 

(1) 四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………… 5 

(2) 四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………… 7 

【第２四半期連結累計期間】 ………………………………………………………… 7 

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………… 8 

(4) 継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………… 9 

(5) セグメント情報 ……………………………………………………………………… 9 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………10 

4. 補足情報 …………………………………………………………………………………11 

(1) 生産実績 ………………………………………………………………………………11 

(2) 受注実績 ………………………………………………………………………………11 

(3) 販売実績 ………………………………………………………………………………11 

  

  

○添付資料の目次

㈱チノー （6850） 平成23年３月期　第２四半期決算短信

1



当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、比較的高い成長を維持してきたアジア地域への輸出や政府

の景気対策等に支えられ緩やかな回復基調を辿りましたが、設備投資につきましては、総じて過剰感がぬ

ぐえず、小幅な回復にとどまりました。 

 このような経営環境のなかで当社は営業本部、生産本部、管理本部の３本部制に組織体制を改めるとと

もに、当社グループ全体の生産体制の再編に取り組み、計装部門の藤岡への集結や子会社の事業拠点を久

喜へ移す等、全体 適を目指して効率の良い体制にすることで収益性と競争力を高めるべく改革を進めて

まいりました。 

 また、海外におきましては、中国・韓国・台湾・インド等勢いがある東アジアを中心に、顧客に密着し

た販促活動を強化し、現地拠点との人材交流を活発にするとともに、成長市場のインドにおいては生産体

制を整え記録計の現地生産を開始いたしました。 

当第２四半期連結累計期間の連結業績につきましては、売上高は7,215百万円(前年同期比24.9％増)と

なりました。このうち国内売上高は6,072百万円（前年同期比30.0％増）、海外売上高は1,142百万円(前

年同期比3.4％増)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15.8％でありま

す。 

品目別の売上高は、『計測制御機器』は2,842百万円(前年同期比23.5％増)、『計装システム』は2,176

百万円(前年同期比31.5％増)、『センサ』は1,739百万円(前年同期比21.1％増)、修理・サービス等『そ

の他』は455百万円(前年同期比19.3％増)となりました。 

利益面では、営業利益153百万円、経常利益104百万円、四半期純損失66百万円となりました。  

  

(1)資産、負債、純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べて695百万円減少し、19,091百万

円となりました。流動資産は、前連結会計年度末に比べ888百万円減少し、12,639百万円となりました。

主な増減は、たな卸資産の増加323百万円、受取手形及び売掛金の減少1,125百万円、有価証券の増加525

百万円であります。固定資産は、前連結会計年度末に比べ193百万円増加し、6,452百万円となりまし

た。このうち有形固定資産は新規取得が減価償却費を上回り6百万円の増となりました。投資その他の資

産は投資有価証券の増加198百万円がありました。 

 当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて323百万円減少し、5,985百万

円となりました。流動負債は、前連結会計年度末に比べ302百万円減少し、3,933百万円となりました。

主な減少要因は支払手形及び買掛金の減少402百万円等であります。固定負債は、退職給付引当金等の減

少があり前連結会計年度末に比べ20百万円減少し2,052百万円となりました。 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ372百万円減少し、13,105百万

円となりました。これは主に四半期純損失による減少66百万円と、剰余金の配当171百万円による減少等

の結果であります。  

(2) 連結キャッシュ・フローの状況 

営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期の736百万円の収入と比べ5百万円減少し

730百万円の収入になりました。減価償却費304百万円、売上債権の減少額1,071百万円等が主な増加要

因であります。一方、減少要因としては、税金等調整前四半期純損失6百万円、たな卸資産の増加359百

万円、仕入債務の減少369百万円等であります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期の98百万円の収入と比べ1,214百万円減少し1,115

百万円の支出となりました。主な収入は有価証券・投資有価証券の売却・償還265百万円、主な支出は

有価証券・投資有価証券の取得1,109百万円、有形固定資産の取得205百万円等です。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期の230百万円の支出と比べ42百万円減少し187百万

円の支出となりました。配当金の支払に175百万円の資金を使用いたしました。 

 これらの結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末残高は前第２四半期連結会計期間

残高3,673百万円に比べ301百万円減少し、3,371百万円となりました。 

  

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

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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今後の業績見通しにつきましては、円高に歯止めがかからず、政府の消費刺激策も終了するなど景気

の先行きに懸念材料はありますが、当社の主要市場における設備投資の動向は緩やかながら回復基調に

ありますので、現時点では平成22年10月29日に発表いたしました業績予想通りであります。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(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。 

  

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年

３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20

年３月31日）を適用しております。 

 なお、この変更による損益に与える影響はありません。 

  

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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 3,431,288 4,080,355

受取手形及び売掛金 4,470,375 5,596,166

有価証券 789,688 264,464

商品及び製品 1,001,213 886,111

仕掛品 844,529 815,296

原材料及び貯蔵品 1,334,533 1,155,287

その他 789,463 754,507

貸倒引当金 △21,731 △24,138

流動資産合計 12,639,362 13,528,052

固定資産

有形固定資産 3,437,464 3,430,597

無形固定資産

のれん 293,794 321,683

その他 185,567 180,829

無形固定資産合計 479,362 502,513

投資その他の資産

その他 2,535,270 2,325,961

貸倒引当金 △1 △4

投資その他の資産合計 2,535,268 2,325,957

固定資産合計 6,452,095 6,259,068

資産合計 19,091,457 19,787,121

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,354,915 2,757,162

短期借入金 772,919 744,159

未払法人税等 83,789 105,972

賞与引当金 304,187 267,462

その他 417,427 360,761

流動負債合計 3,933,239 4,235,518

固定負債

退職給付引当金 1,513,428 1,523,316

役員退職慰労引当金 153,375 136,505

その他 385,845 413,734

固定負債合計 2,052,650 2,073,556

負債合計 5,985,889 6,309,075
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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 4,292,027 4,292,027

資本剰余金 4,072,140 4,072,140

利益剰余金 5,875,547 6,116,747

自己株式 △1,453,098 △1,452,024

株主資本合計 12,786,617 13,028,891

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △10,513 △1,008

為替換算調整勘定 △298,517 △182,572

評価・換算差額等合計 △309,031 △183,580

少数株主持分 627,982 632,734

純資産合計 13,105,568 13,478,046

負債純資産合計 19,091,457 19,787,121
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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 5,775,933 7,215,023

売上原価 4,347,064 4,899,431

売上総利益 1,428,868 2,315,592

販売費及び一般管理費

給料手当及び賞与 878,700 904,233

賞与引当金繰入額 114,244 140,044

退職給付費用 76,066 73,267

役員退職慰労引当金繰入額 17,316 16,767

研究開発費 125,993 150,531

その他 873,308 877,305

販売費及び一般管理費合計 2,085,631 2,162,150

営業利益又は営業損失（△） △656,762 153,442

営業外収益

受取利息 7,782 6,818

受取配当金 11,178 8,255

保険返戻金 11,769 －

その他 20,704 27,813

営業外収益合計 51,434 42,887

営業外費用

支払利息 5,561 6,673

退職給付会計基準変更時差異の処理額 113,162 －

為替差損 － 62,624

その他 11,824 22,267

営業外費用合計 130,548 91,566

経常利益又は経常損失（△） △735,877 104,763

特別利益

貸倒引当金戻入額 1,112 616

雇用調整助成金 17,771 1,890

固定資産売却益 － 936

特別利益合計 18,883 3,444

特別損失

固定資産処分損 4,124 4,969

投資有価証券評価損 93,082 105,860

休業手当 26,659 4,229

特別損失合計 123,867 115,059

税金等調整前四半期純損失（△） △840,861 △6,851

法人税等 △266,527 48,409

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △55,260

少数株主利益 5,481 11,733

四半期純損失（△） △579,815 △66,993
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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損失（△） △840,861 △6,851

減価償却費 352,699 304,735

のれん償却額 21,767 27,889

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,657 △2,408

受取利息及び受取配当金 △18,960 △15,073

支払利息 5,561 6,673

投資有価証券評価損益（△は益） 93,082 105,860

売上債権の増減額（△は増加） 1,945,907 1,071,158

たな卸資産の増減額（△は増加） △38,445 △359,885

仕入債務の増減額（△は減少） △729,726 △369,673

その他 △131,533 54,019

小計 654,833 816,442

利息及び配当金の受取額 18,960 15,246

利息の支払額 △5,561 △6,673

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 68,089 △94,098

営業活動によるキャッシュ・フロー 736,322 730,917

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 △20,000 －

定期預金の払戻による収入 165,291 10,000

有形固定資産の取得による支出 △175,674 △205,487

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △10,036 △1,109,982

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還によ
る収入

200,000 265,542

貸付金の回収による収入 4,832 3,696

保険積立金の払戻による収入 11,088 －

その他 △76,502 △79,452

投資活動によるキャッシュ・フロー 98,998 △1,115,682

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） △4,635 7,764

長期借入金の返済による支出 － △3,000

自己株式の取得による支出 △1,432 △1,074

配当金の支払額 △213,968 △175,195

少数株主への配当金の支払額 △10,113 △16,486

財務活動によるキャッシュ・フロー △230,149 △187,991

現金及び現金同等物に係る換算差額 10,985 △66,310

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 616,155 △639,066

現金及び現金同等物の期首残高 3,056,891 4,010,355

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,673,047 3,371,288

㈱チノー （6850） 平成23年３月期　第２四半期決算短信

8



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、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。 

  

(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) 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
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（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20

号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

１  報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となってい

るものであります。 

 当社グループは、当社営業本部と生産本部ならびに関係会社からなる事業グループごとに、取り扱う製

品・商品及びサービスについて国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。し

たがって、当社グループは当該事業グループを基礎とした製品・商品、サービス別のセグメントから構成

されており、「計測制御機器」、「計装システム」、「センサ」、「その他」の４つを報告セグメントと

しております。 

  各報告セグメントの主な製品・商品及びサービスは次のとおりであります。 

 
  

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

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) 

 
（注）１．セグメント利益の調整額688,288千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用688,288千円であり

ます。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

 ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

該当事項はありません。 

  

【セグメント情報】

セグメントの名称 製品内容等

計測制御機器 記録計、調節計、民生機器

計装システム
性能・評価試験装置、制御・監視用パッケージシステム、
デバイス・半導体試験装置、クリーンルーム、各種計装システム

セ  ン  サ 赤外線放射機器、熱画像計測装置、温度センサ、応用センサ

そ  の  他 付属品、チャート（記録紙）、修理サービス、補修パーツ

(単位：千円)

計測制御機器計装システム センサ その他 計
調整額 
（注１）

合計

売上高

  外部顧客への売上高 2,842,954 2,176,684 1,739,944 455,441 7,215,023 ― 7,215,023

セグメント間の内部売上
高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 2,842,954 2,176,684 1,739,944 455,441 7,215,023 ― 7,215,023

セグメント利益 396,938 147,142 255,608 42,041 841,730 △688,288 153,442

(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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当第２四半期連結累計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
 （単位：千円）

 
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 金額は、見込販売価額で示してあります。 

３ 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実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

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販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
 （単位：千円）

 
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

4. 補足情報

(1) 生産実績

セグメントの名称 前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

計測制御機器 2,138,480 3,073,063

計装システム 981,279 1,365,761

センサ 1,212,365 1,505,605

その他 138,169 162,126

合計 4,470,293 6,106,555

(2) 受注実績

セグメントの名称

受注高(千円) 受注残高(千円)

前第２四半期
連結累計期間

当第２四半期
連結累計期間

前第２四半期 
連結累計期間

当第２四半期
連結累計期間

計測制御機器 2,381,694 2,885,825 557,872 524,052

計装システム 2,111,573 3,345,113 1,592,723 2,281,825

センサ 1,558,729 1,841,640 543,287 388,249

その他 388,494 463,668 78,841 86,372

合計 6,440,490 8,536,246 2,772,723 3,280,498

(3) 販売実績

セグメントの名称 前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

計測制御機器 2,301,982 2,842,954

計装システム 1,655,610 2,176,684

センサ 1,436,698 1,739,944

その他 381,643 455,441

合計 5,775,933 7,215,023
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