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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の状況 

 （注）１．※当社は、潜在株式がありませんので、数値を記載しておりません。 

２．当社は、中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては、記載しておりません。 

３．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

回次 第78期中 第79期中 第80期中 第78期 第79期 

会計期間 

自平成15年 
６月１日 
至平成15年 
11月30日 

自平成16年 
６月１日 
至平成16年 
11月30日 

自平成17年 
６月１日 
至平成17年 
11月30日 

自平成15年 
６月１日 
至平成16年 
５月31日 

自平成16年 
６月１日 
至平成17年 
５月31日 

売上高（千円） 8,039,333 8,815,586 8,939,481 15,837,825 17,517,826 

経常利益（千円） 474,155 816,216 660,528 1,126,874 1,651,215 

中間（当期）純利益（千円） 248,194 455,397 384,562 575,441 915,870 

持分法を適用した場合の投資

利益（千円） 
－ － － － － 

資本金（千円） 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 

発行済株式総数（千株） 19,164 19,164 19,164 19,164 19,164 

純資産額（千円） 12,068,130 12,569,944 13,023,059 12,416,073 13,042,347 

総資産額（千円） 18,585,407 19,681,444 19,798,336 19,210,663 20,101,483 

１株当たり純資産額（円） 664.62 692.35 717.39 681.16 715.60 

１株当たり中間（当期）純利

益（円） 
13.25 25.08 21.18 28.56 47.60 

※潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益（円） 
－ － － － － 

１株当たり中間（年間）配当

額（円） 
－ － 12.50 14.00 25.00 

自己資本比率（％） 64.9 63.9 65.8 64.6 64.9 

営業活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
477,751 215,042 △509,530 1,228,046 △359,701 

投資活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
64,533 △909,892 182,595 464,615 △1,388,576 

財務活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
△510,473 △254,263 △450,969 △511,050 △256,405 

現金及び現金同等物の中間期

末（期末）残高（千円） 
3,447,289 3,647,977 1,814,501 4,597,089 2,592,405 

従業員数 

［外、平均臨時雇用者数］

（人） 

258 

[116] 

248 

[132] 

255 

[156] 

248 

[117] 

256 

[138] 



２【事業の内容】 

 当社には、グループ企業はありません。また、当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。 

３【関係会社の状況】 

 該当事項はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

 （注）従業員数は就業人員（社外から当社への出向者を含む）であり、平均臨時従業員数（人材会社からの派遣社員を

含む）は［ ］内に外数で記載しております。 

(2）労働組合の状況 

 当社には、株式会社中北製作所労働組合が組織されており、ＪＡＭ大阪に属しております。 

 昭和33年２月組合結成以来、労使関係はきわめて円満に推移し、労働組合との間に特記すべき事項はありませ

ん。 

  平成17年11月30日現在

従業員数（人） 255 ［156］ 



第２【事業の状況】 
（以下に掲げる金額には消費税等は含んでおりません。） 

１【業績等の概要】 

(1)業績 

 当中間会計期間のわが国経済は、好調な企業業績を背景に民間設備投資は堅調に推移し、又、消費需要も回復基

調にある等、景気は着実に回復してまいりました。 

 当社の経営環境におきましても、活発な海上荷動きを反映し、新造船建造は引き続き活況であり、陸上分野で

は、ガスタービン向けバルブの需要も、堅調に推移いたしました。又、今後の需要増が見込めます、液化天然ガス

（ＬＮＧ）タンカー向け超低温用バタフライ弁の供給体制を、技術提携により構築してまいりました。 

 このような経営環境にあって、当社は活況にある造船業界はもとより、ガスタービン用バルブの受注に注力する

一方、電力、鉄鋼向等にも、きめの細かい営業活動を展開し、時代のニーズに即応する製品の開発、改良にも努力

してまいりました。 

 この結果、受注高では９，３９５百万円となり、前年同期を１５％下回ることとなりました。品種別では自動調

節弁で３，８１１百万円、バタフライ弁で２，５９７百万円、遠隔操作装置で２，９８７百万円となり、なかでも

バタフライ弁が、前中間実績を３５％下回り、建造計画の船種の影響を大きく受けました。 

 売上高では、８，９３９百万円を計上し、前年同期実績を若干上回ることができました。品種別では、自動調節

弁で３，８０９百万円、バタフライ弁で２，６１０百万円、遠隔操作装置で２，４５９百万円、不動産賃貸収入で

６１百万円となり、概ね前中間期並みの成績となりました。 

 利益面では、「役員賞与は、発生した会計期間の費用として処理する」とする「役員賞与に関する会計基準」の

適用もありましたが、経常利益で６６０百万円（前年同期比１１６百万円減）となり計画を下回る結果となりまし

た。中間純利益では３８４百万円（前年同期比７１百万円減）となりました。 

(2)キャッシュ・フロー 

 当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税引前中間純利益が６６０百万円と

前中間期に比し１１６百万円の減少となり、大口の売上債権や棚卸資産の増加、法人税等の支払、固定資産の取

得、さらに配当金の支払等により、現金及び現金同等物は期首に比較して７７７百万円の減少となり、当中間会計

期間末残高は１，８１４百万円（前年同期比１，８３３百万円減）となりました。 

 当中間会計期間中における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は、５０９百万円（前年同期は２１５百万円の獲得）となりました。 

 これは主に、税引前中間純利益が６６０百万円（前年同期比１１６百万円減）となり、さらに売上債権が３２７

百万円、棚卸資産が３８５百万円、それぞれ増加したこと等によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果得られた資金は、１８２百万円（前年同期は９０９百万円の支出）となりました。 

 これは主に、債券等の有価証券の償還により６００百万円の収入があり、固定資産の取得に４５７百万円使用し

たこと等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、４５０百万円（前年同期比１９６百万円増）となりました。 

 これは主に、利益処分による配当金の支払によるものであります。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当中間会計期間の生産実績を品種別に示すと下表のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価額で表示しております。 

２．上記の生産実績には、協力工場よりの製品の仕入高が以下のとおり含まれています。 

(2）受注の状況 

 当中間会計期間における品種別の受注状況は次のとおりであります。 

 （注） 金額は販売価額で表示しております。 

(3）販売実績 

 当中間会計期間の販売実績を品種別に示すと、次のとおりであります。 

 当社の製品は直接販売（メーカーへの直納）が主でありますが、一部は商社を通しても販売しております。 

 （注）１．金額は販売価額で表示しております。 

２．当中間会計期間及び前中間会計期間の総販売実績に対する輸出高及び輸出比率は次のとおりであります。 

品種別 
第80期中間（17.６～17.11） 

金額（千円） 
前年同期比（％） 

自動調節弁 3,810,160 106.1 

バタフライ弁 2,608,746 101.4 

遠隔操作装置 2,468,445 96.4 

計 8,887,351 101.8 

第80期中間（17.６～17.11） 前年同期比（％） 

2,756,480千円 104.8 

品種別 
第80期中間 

（17.６～17.11） 
受注高（千円） 

前年同期比（％） 
第80期中間期末
（17.11） 

受注残高（千円） 
前年同期比（％） 

自動調節弁 3,810,432 92.0 4,938,746 125.8 

バタフライ弁 2,597,406 65.0 4,542,143 105.2 

遠隔操作装置 2,987,229 105.1 5,726,860 129.7 

計 9,395,067 85.5 15,207,749 120.2 

品種別 
第80期中間 

（17.６～17.11） 
販売高（千円） 

前年同期比（％） 販売構成比（％） 

自動調節弁 3,808,542 105.6 42.6 

バタフライ弁 2,610,050 101.1 29.2 

遠隔操作装置 2,459,129 95.9 27.5 

不動産賃貸収入 61,760 100.0 0.7 

計 8,939,481 101.4 100.0 

前中間会計期間（16.６～16.11） 当中間会計期間（17.６～17.11） 

輸出高（千円） 輸出比率（％） 輸出高（千円） 輸出比率（％） 

1,508,017 17.1 1,284,508 14.4 



３．当中間会計期間及び前中間会計期間の主要な輸出先及び総輸出高に対する比率は次のとおりであります。 

４．前中間会計期間及び当中間会計期間の主要な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する比率は次のとおり

であります。 

  

３【対処すべき課題】 

 当中間会計期間において、当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

 平成17年７月29日、当社は株式会社ササクラとの間で「業務提携基本合意書」を取り交わし、ＬＮＧ船用超低温バ

タフライ弁の製造販売に関する業務提携契約を締結いたしました。 

 その主な内容は、以下のとおりであります。 

（１）株式会社ササクラの設計による超低温バタフライ弁で、原則として、日本、韓国、中国で建造されるＬＮＧ運

搬船に搭載されるものを対象とする。 

（２）当社は、当社が製造販売した超低温弁の正味販売価格の５％を技術料として、株式会社ササクラに支払う。 

（３）契約期間は、契約日から５年間とする。また、両社の合意により契約満了日から１年間ずつ自動更新できるも

のとする。もし、両社の間で合弁会社を設立したときは、その設立の日までとする。 

５【研究開発活動】 

 当社の研究開発は、急進する技術革新に対処し、かつ各需要先のニーズに即応する製品の開発を目指して、設計部

門を中心に基礎研究を行っておりますが、現在のところ研究開発を専門に担当する部門はなく、必要に応じて研究開

発プロジェクトチームを結成して対処しております。 

 また、当社では既存の分野、製品の改良に対する支出は日常的に行っており、現在も数件の新規及び改良製品の開

発を行っておりますが、新たな分野の研究開発費に該当する支出がありませんので、研究開発費の総額は記載してお

りません。 

輸出先 前中間会計期間（16.６～16.11） 当中間会計期間（17.６～17.11） 

韓国（％） 56.0 46.0 

香港（中国）（％） 38.0 46.4 

台湾（％） 1.3 2.5 

その他（％） 4.7 5.1 

計（％） 100.0 100.0 

相手先 
前中間会計期間（16.６～16.11） 当中間会計期間（17.６～17.11）

金額（千円） 比率（％） 金額（千円） 比率（％） 

三菱重工業㈱ 1,219,845 13.8 1,020,717 11.4 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間会計期間において、前事業年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はありませ

ん。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 

 なお、前事業年度末に計画中であった重要な設備の新設及び改修のうち、工場建物の補修工事につきましては、若

干の附帯工事を除いてほぼ完了しておりますが、これによる生産能力に与える影響はありません。また、大型高温バ

ルブ製造ラインの整備・拡充につきましては、工期が伸びる予定であります。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

 （注）「株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる」旨定款に定めております。 

②【発行済株式】 

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 76,164,000 

計 76,164,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成17年11月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年２月27日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 19,164,000 

  

19,164,000 

  

大阪証券取引所 

（市場第２部） 
－ 

計 19,164,000 

  

19,164,000   

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（千株） 

発行済株式総
数残高(千株) 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

 平成17年６月１日～ 

 平成17年11月30日 
－ 19,164 － 1,150,000 － 515,871 



(4）【大株主の状況】 

 （注）１．ザ・エスエフピー・バリュー・リアライゼーション・マスター・ファンド・リミテッドから、平成17年８月

29日付で提出された大量保有報告書により同日現在で1,181千株を保有している旨の報告を受けております

が、当社として、当中間会計期間末時点における所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況に

は記載しておりません。なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。 

  平成17年11月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

スティールパートナーズ・ジ

ャパン ストラテジックファ

ンド（オフショア）エルピー 

ＨＡＲＢＯＵＲ ＣＥＮＴＲＥ，ＧＥＯＲ

－ＧＥ ＴＯＷＮ，ＧＲＡＮＤ ＣＡＹＭＡ

－Ｎ，ＣＡＹＭＡＮ ＩＳＬＡＮＤＳ 

2,066 10.78 

（常任代理人 メリルリンチ

日本証券㈱証券業務部） 
（東京都中央区日本橋１丁目４－１）   

中北 博 兵庫県尼崎市 1,259 6.57 

㈱中北製作所 大阪府大東市深野南町１－１ 1,010 5.27 

シーエスエフビー・ユーロピ

ービー クライエントエスエ

フピーブイエル 

ＯＮＥ ＣＡＢＯＴ ＳＱＵＲＥ，ＬＯＮＤ

－ＯＮ， Ｅ１４ ４ＱＪ Ｕ．Ｋ． 
1,006 5.25 

（常任代理人 シティバン

ク、エヌエイ東京支店） 
（東京都品川区東品川２丁目３－１４）   

中北 健一 兵庫県尼崎市 868 4.53 

日興シティグループ証券㈱ 東京都港区赤坂５丁目２－２０ 813 4.24 

中北 修 兵庫県尼崎市 550 2.87 

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町１丁目１３－１ 450 2.35 

㈱三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１－２ 432 2.26 

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６－６ 400 2.09 

住友信託銀行㈱ 大阪市中央区北浜４丁目５－３３ 400 2.09 

計  9,255 48.30 

大量保有者 ザ・エスエフピー・バリュー・リアライゼーション・マスター・ファンド・リ

ミテッド 

住所 英領西インド諸島ケイマン諸島、グランドケイマン、ジョージ・タウン、サウ

スチャーチ・ストリート、ユグランド・ハウス 

所有株式数 1,181,000株 

発行済株式総数に対する

所有株式数の割合 
6.16％ 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が、1,000株（議決権1個）含ま

れております。 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第２部における市場相場によっております。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  平成17年11月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

普通株式  1,010,000 
－ － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 18,076,000 18,076 － 

単元未満株式 普通株式   78,000 － 
１単元（1,000株）

未満の株式 

発行済株式総数 19,164,000 － － 

総株主の議決権 － 18,076 － 

  平成17年11月30日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

（自己保有株式） 

㈱中北製作所 

大阪府大東市深野

南町１番１号 
1,010,000 － 1,010,000 5.3 

計  1,010,000 － 1,010,000 5.3 

月別 平成17年６月 平成17年７月 平成17年８月 平成17年９月 平成17年10月 平成17年11月 

最高（円） 1,068 1,047 1,019 1,050 1,095 1,245 

最低（円） 880 985 976 1,000 1,000 1,065 



第５【経理の状況】 

１．中間財務諸表の作成方法について 

 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という）に基づいて作成しております。 

 ただし、前中間会計期間（平成16年６月１日から平成16年11月30日まで）については、「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３項のただし

書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、前中間会計期間（平成16年６月１日から平成16年11月30日まで）および当中間会計期間（平成17年６月１

日から平成17年11月30日まで）の中間財務諸表について、公認会計士岡田孝次氏ならびに公認会計士渡邉尚志氏によ

り証券取引法第193条の２に基づく中間監査を受けております。 

３．中間連結財務諸表について 

 当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。 



【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 

（平成16年11月30日） 
当中間会計期間末 
（平成17年11月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

１ 流動資産           

現金及び預金  5,532,977   3,449,501   4,277,405   

受取手形   1,056,438   1,392,383   1,185,425   

売掛金  5,444,856   6,235,917   6,115,034   

有価証券  372,089   499,462   300,848   

棚卸資産  2,293,037   2,910,734   2,524,988   

その他  1,093,593   1,107,264   1,112,666   

貸倒引当金  △37,460   △42,210   △41,960   

流動資産合計   15,755,531 80.1  15,553,053 78.6  15,474,409 77.0 

２ 固定資産           

土地  1,549,166   1,549,166   1,549,166   

その他の有形固定
資産 

※２ 396,164   840,360   439,416   

無形固定資産  7,648   11,018   11,085   

投資有価証券  1,057,544   1,116,073   1,742,817   

投資その他の資産
その他  929,469   741,645   897,678   

貸倒引当金  △14,080   △12,982   △13,090   

固定資産合計   3,925,913 19.9  4,245,282 21.4  4,627,073 23.0 

資産合計   19,681,444 100.0  19,798,336 100.0  20,101,483 100.0 

           
 



  
前中間会計期間末 
（平成16年11月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年11月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

１ 流動負債           

支払手形   2,079,810   1,170,561   1,970,461   

買掛金  1,160,687   1,961,176   1,121,829   

短期借入金  1,770,000   1,770,000   1,770,000   

賞与引当金  199,000   231,000   226,000   

役員賞与引当金  －   21,000   －   

未払法人税等  300,139   184,201   380,978   

その他  189,544   295,487   202,617   

流動負債合計   5,699,182 28.9  5,633,426 28.4  5,671,886 28.2 

２ 固定負債           

退職給付引当金  1,152,667   1,029,419   1,120,889   

役員退職引当金  250,650   103,430   257,360   

その他  9,000   9,000   9,000   

固定負債合計   1,412,317 7.2  1,141,849 5.8  1,387,249 6.9 

負債合計   7,111,499 36.1  6,775,276 34.2  7,059,136 35.1 

           

（資本の部）           

１ 資本金   1,150,000 5.9  1,150,000 5.8  1,150,000 5.7 

２ 資本剰余金           

資本準備金  515,871   515,871   515,871   

資本剰余金合計   515,871 2.6  515,871 2.6  515,871 2.6 

３ 利益剰余金           

利益準備金  287,500   287,500   287,500   

任意積立金  8,000,000   8,000,000   8,000,000   

中間（当期）未処
分利益  2,877,456   3,216,952   3,337,929   

利益剰余金合計   11,164,956 56.7  11,504,452 58.1  11,625,429 57.8 

４ その他有価証券評価
差額金   61,690 0.3  177,036 0.9  75,197 0.4 

５ 自己株式   △322,574 △1.6  △324,300 △1.6  △324,151 △1.6 

資本合計   12,569,944 63.9  13,023,059 65.8  13,042,347 64.9 

負債資本合計   19,681,444 100.0  19,798,336 100.0  20,101,483 100.0 

           



②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
比率
（％）

金額（千円） 
比率
（％）

金額（千円） 
比率
（％）

１ 売上高   8,815,586 100.0  8,939,481 100.0  17,517,826 100.0 

２ 売上原価   7,229,583 82.0  7,535,261 84.3  14,357,634 82.0 

売上総利益   1,586,003 18.0  1,404,220 15.7  3,160,192 18.0 

３ 販売費及び一般管
理費   752,365 8.5  776,375 8.7  1,501,894 8.6 

営業利益   833,638 9.5  627,844 7.0  1,658,297 9.4 

４ 営業外収益 ※１  6,956 0.1  53,291 0.6  21,062 0.1 

５ 営業外費用 ※２  24,378 0.3  20,608 0.2  28,143 0.1 

経常利益   816,216 9.3  660,528 7.4  1,651,215 9.4 

６ 特別損失 ※３  39,760 0.5  － －  79,521 0.5 

税引前中間（当
期）純利益   776,456 8.8  660,528 7.4  1,571,694 8.9 

法人税、住民税
及び事業税  289,700   176,000   610,400   

法人税等調整額  31,358 321,058 3.7 99,965 275,965 3.1 45,423 655,823 3.7 

中間（当期）純
利益   455,397 5.1  384,562 4.3  915,870 5.2 

前期繰越利益   2,422,058   2,832,389   2,422,058  

中間（当期）未
処分利益   2,877,456   3,216,952   3,337,929  

           



③【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日）

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日）

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ．営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

税引前中間（当期）
純利益 

 776,456 660,528 1,571,694 

減価償却費  34,925 55,533 75,447 

貸倒引当金の増加減
少（△）額 

 500 142 4,010 

賞与引当金の増加減
少（△）額 

 △7,000 5,000 20,000 

役員賞与引当金の増
加減少（△）額 
  

 － 21,000 － 

退職給付引当金の増
加減少（△）額 

 1,797 △91,470 △29,979 

役員退職引当金の増
加減少（△）額 

 △111,820 △153,930 △105,110 

受取利息及び配当金  △4,387 △35,865 △11,150 

支払利息  5,386 5,843 12,272 

有形固定資産除却損  281 1,428 2,836 

有形固定資産売却益  － △343 34 

売上債権の増加
（△）減少額 

 △464,410 △327,840 △1,263,576 

棚卸資産の増加
（△）減少額 

 △100,244 △385,745 △332,195 

仕入債務の増加減少
（△）額 

 411,422 39,446 263,215 

未払消費税等の増加
減少（△）額 

 △17,256 － △17,256 

役員賞与の支払額  △48,000 △51,700 △48,000 

その他  503 91,834 △1,431 

小計  478,155 △166,138 140,810 

利息及び配当金の受
取額 

 4,492 35,574 12,291 

利息の支払額  △7,206 △6,190 △12,543 

法人税等の支払額  △260,398 △372,776 △500,259 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 215,042 △509,530 △359,701 

 



  
前中間会計期間 

（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日）

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日）

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ．投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

定期預金の純増加
（△）減少額 

 △300,000 50,000 △100,000 

投資有価証券の取得
による支出 

 △300,300 △300 △962,581 

投資有価証券の売却
による収入 
  

 － 300,000 － 

有価証券の取得によ
る支出 

 △272,420 △420 △1,772,009 

有価証券の売却によ
る収入 

 － 300,848 1,569,576 

有形固定資産の取得
による支出 

 △22,763 △457,209 △111,028 

有形固定資産の売却
による収入 

 － 1,370 97 

短期貸付金の純増加
（△）減少額 

 1,200 － 1,200 

保険の積立による支
出 

 △17,153 △50,217 △53,851 

保険の払戻による収
入 
  

 － 44,475 34,850 

その他  1,544 △5,950 5,171 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △909,892 182,595 △1,388,576 

Ⅲ．財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

短期借入金の増加に
よる収入 

 － － 1,000,000 

短期借入金の減少に
よる支出 

 － － △1,000,000 

配当金の支払額  △252,970 △450,820 △253,536 

自己株式の取得によ
る支出 

 △1,292 △149 △2,869 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △254,263 △450,969 △256,405 

Ⅳ．現金及び現金同等物に
係る換算差額 

 － － － 

Ⅴ．現金及び現金同等物の
増加減少（△）額 

 △949,112 △777,904 △2,004,683 

Ⅵ．現金及び現金同等物の
期首残高 

 4,597,089 2,592,405 4,597,089 

Ⅶ．現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

 3,647,977 1,814,501 2,592,405 

     



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）棚卸資産 

評価基準 取得原価基準 

評価方法 

(1）棚卸資産 

同左 

(1）棚卸資産 

同左 

 製品及び仕掛品… 

材料費と外注費は実際原価

を直接に賦課し、労務費と

経費は作業時間を基準とし

て配賦する方法。 

  

 原材料… 

最終仕入原価法 

  

 (2）有価証券 

満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

(2）有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

(2）有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

 その他有価証券 

時価のあるもの… 

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの… 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの… 

期末の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部資

本直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により

算定） 

 時価のないもの… 

移動平均法による原価法 

時価のないもの… 

同左 

時価のないもの… 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定率法。 

 ただし、平成10年４月１日以

降取得の建物（建物附属設備を

除く）については定額法を採用

しています。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりです。 

 建物   10～50年 

 機械及び装置 12年 

(1）有形固定資産 

 同左 

(1）有形固定資産 

 同左 

 (2）無形固定資産 

 定額法。 

 なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づく定

額法。 

(2）無形固定資産 

 同左 

(2）無形固定資産 

 同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 受取手形等債権の貸倒損失に

備えるため、一般債権について

は過去の貸倒実績率に基づき、

貸倒懸念債権等については個別

に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しています。 

(1）貸倒引当金 

 同左 

(1）貸倒引当金 

 同左 

 (2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支払いに備え

るため、支給見込額を計上して

います。 

(2）賞与引当金 

 同左 

(2）賞与引当金 

 同左 

 (3）―――― 

  

(3）役員賞与引当金 

 役員の賞与の支払いに備える

ため、当中間会計期間に負担す

べき額を計上しています。  

(3）―――― 

  

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

 (4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しています。なお、

退職給付会計基準変更時差異

（397,596千円）については、

５年による按分額を費用処理し

ています。 

 また、数理計算上の差異は、

その発生時における従業員の平

均残存勤務期間内の一定の年数

（10年）による定率法により、

翌事業年度から費用処理してい

ます。 

(4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しています。 

 また、数理計算上の差異は、

その発生時における従業員の平

均残存勤務期間内の一定の年数

（10年）による定率法により、

翌事業年度から費用処理してい

ます。 

(4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づ

き、当期末において発生してい

ると認められる額を計上してい

ます。なお、会計基準変更時差

異は、５年による按分額を費用

処理しています。 

 また、数理計算上の差異は、

その発生時における従業員の平

均残存勤務期間内の一定の年数

（10年）による定率法により、

翌事業年度から費用処理してい

ます。 

 (5）役員退職引当金 

 役員の退職金の支払に備える

ため、内規に基づく当中間会計

期間末要支給額を計上していま

す。 

(5）役員退職引当金 

 役員の退職金の支払に備える

ため、内規に基づく当中間会計

期間末要支給額を計上しており

ましたが、平成17年８月30日開

催の株主総会において役員退職

慰労金制度が廃止されましたの

で、以降の期間に対応する引当

額は計上しておりません。 

(5）役員退職引当金 

 役員の退職金の支払に備える

ため、内規に基づく期末要支給

額を計上しています。 

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。ただし、振当処

理を行っている外貨建売掛金につ

いては、予約レートにより計上し

ています。 

 同左  外貨建金銭債権債務は、決算日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。ただし、振当処理を

行っている外貨建売掛金について

は、予約レートにより計上してい

ます。 

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

 同左  同左 

６．ヘッジ会計の方法  外貨建売上については為替変動

リスクに備えるため、事前に為替

予約を行うことがあります。当社

の為替予約は原則として個別予約

であり、所定のリスク基準に従い

ヘッジ条件を満たすものに限定し

ております。なお、会計処理は振

当処理を採用しています。 

 同左  同左 

７．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっています。 

 同左  同左 

 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

８．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

(1）消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用しています。 

(1）消費税等の会計処理 

 同左 

(1）消費税等の会計処理 

 同左 

項目 

前中間会計期間 

（自 平成16年６月１日 

至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日） 

前事業年度 

（自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日） 

３．引当金の計上基準 ───── (3）役員賞与引当金 

 会社法の平成１８年５月施行予定

及び企業会計基準第４号「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基準

委員会 平成17年11月29日公表）に

基づき、従来、利益処分としていた

役員賞与を当中間会計期間より期間

費用として処理することに変更し、

当中間会計期間に負担すべき額を引

当計上することとしました。この変

更により、従前に比して、経常利益

及び税引前中間純利益は、21,000千

円減少しております。 

───── 

  ───── （固定資産の減損に係る会計基準）

 当中間会計期間から「固定資産の

減損に係る会計基準」（「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会 平成

14年８月９日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成15年10

月31日 企業会計基準適用指針第６

号）を適用しております。これによ

る損益に与える影響はありません。

───── 



表示方法の変更 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

（中間貸借対照表） 

１．「投資有価証券」は、前中間会計期間まで「投資その他の資産」

に含めて一括表示していましたが、当中間会計期間末において資産

の総額の１００分の５を超えたため区分掲記しました。これに伴

い、「投資その他の資産」を「投資有価証券」と「投資その他の資

産その他」に分割して掲記しました。 

 なお、前中間会計期間末の「投資その他の資産」に含まれている

「投資有価証券」の金額は、769,200千円であります。 

───── 

（中間キャッシュ・フロー計算書） 

１．営業活動によるキャッシュ・フローの「役員退職引当金の増加減

少額」は、前中間会計期間は「その他」に含めて表示しておりまし

たが、金額的重要性が増したため区分掲記しております。 

 なお、前中間会計期間の「その他」に含まれている「役員退職引

当金の増加減少額」は、17,090千円であります。 

───── 

 
前中間会計期間末 

（平成16年11月30日） 
当中間会計期間末 
（平成17年11月30日） 

前事業年度末 
（平成17年５月31日） 

 １ 受取手形裏書譲渡高 （千円） （千円） （千円） 

 886,142 707,784 978,602 

※２ 有形固定資産の減価償

却累計額 

（千円） （千円） （千円） 

2,388,530 2,423,472 2,405,951 



（中間損益計算書関係） 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

 
前中間会計期間 

（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

※１．営業外収益のうち （千円） （千円） （千円） 

受取利息 2,925 8,758 9,069 

※２．営業外費用のうち    

支払利息 5,386 5,843 12,272 

※３．特別損失のうち    

退職給付会計基準変更

時差異償却額 
39,760 － 79,521 

 ４．減価償却実施額    

有形固定資産 32,423 52,451 70,177 

無形固定資産 908 1,425 2,044 

前中間会計期間 
（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

貸借対照表に記載されている科目の金額との

関係 

 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

貸借対照表に記載されている科目の金額との

関係 

 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照

表に記載されている科目の金額との関係 

（平成16年11月30日現在） （平成17年11月30日現在） （平成17年５月31日現在） 

 （千円）

現金及び預金 5,532,977 

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金 
△1,885,000 

取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期

投資（有価証券） 

－ 

現金及び現金同等物 3,647,977 

 （千円）

現金及び預金 3,449,501 

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金 
△1,635,000 

取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期

投資（有価証券） 

－ 

現金及び現金同等物 1,814,501 

 （千円）

現金及び預金 4,277,405 

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金 
△1,685,000 

取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期

投資（有価証券） 

－ 

現金及び現金同等物 2,592,405 



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 

 
工具器具備品 
（千円） 

取得価額相当額 70,593 

減価償却累計額相当額 30,390 

中間期末残高相当額 40,202 

 
工具器具備品 
（千円） 

取得価額相当額 66,963 

減価償却累計額相当額 40,516 

中間期末残高相当額 26,446 

 
工具器具備品 
（千円） 

取得価額相当額 66,963 

減価償却累計額相当額 33,819 

期末残高相当額 33,143 

（注）取得価額相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間期末残

高等に占める割合が低いため、支払利子

込み法により算定しています。 

（注）同左 （注）取得価額相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法に

より算定しています。 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額等 

 未経過リース料中間期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額 

 （千円）

１年以内 13,755 

１年超 26,446 

計 40,202 

 （千円）

１年以内 13,392 

１年超 13,054 

計 26,446 

 （千円）

１年以内 13,392 

１年超 19,750 

計 33,143 

（注）未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が有形

固定資産の中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算定

しています。 

（注）同左 （注）未経過リース料期末残高相当額は、未

経過リース料期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しています。 

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 

 （千円）

支払リース料 7,059 

減価償却費相当額 7,059 

 （千円）

支払リース料 6,696 

減価償却費相当額 6,696 

 （千円）

支払リース料 14,118 

減価償却費相当額 14,118 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっています。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

  

  

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はあり

ません。  

  

  



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成16年11月30日現在） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

３．時価評価されていない有価証券の主な内容 

 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
時価（千円） 差額（千円） 

社債 701,634 702,964 1,329 

合計 701,634 702,964 1,329 

 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

(1）株式 104,793 209,045 104,251 

(2）債券    

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 174,987 174,750 △237 

合計 279,780 383,795 104,014 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

(1）満期保有目的の債券 － 

(2）その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 44,203 

外国優先出資証券 300,000 

(3）子会社株式及び関連会社株式 － 



当中間会計期間末（平成17年11月30日現在） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

３．時価評価されていない有価証券の主な内容 

 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
時価（千円） 差額（千円） 

社債 599,462 598,447 △1,015 

合計 599,462 598,447 △1,015 

 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

(1）株式 668,375 966,620 298,244 

(2）債券    

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 5,000 5,249 249 

合計 673,375 971,869 298,493 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

(1）満期保有目的の債券 － 

(2）その他有価証券  

非上場株式 44,203 

(3）子会社株式及び関連会社株式 － 



前事業年度末（平成17年５月31日現在） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

３．時価評価されていない有価証券の主な内容 

 
貸借対照表計上額 
（千円） 

時価（千円） 差額（千円） 

社債 899,889 897,073 △2,816 

合計 899,889 897,073 △2,816 

 取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 
（千円） 

差額（千円） 

(1）株式 667,784 794,686 126,901 

(2）債券    

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 5,000 4,885 △114 

合計 672,784 799,571 126,786 

 貸借対照表計上額（千円） 

(1）満期保有目的の債券 － 

(2）その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 44,203 

外国優先出資証券 300,000 

(3）子会社株式及び関連会社株式 － 



（デリバティブ取引関係） 

（持分法損益等） 

 該当事項はありません。 

前中間会計期間末 
（平成16年11月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年11月30日） 

前事業年度末 
（平成17年５月31日） 

(1）取引の内容 (1）取引の内容 (1）取引の内容 

 当社はデリバティブ取引として

為替予約取引を行っております

が、すべてヘッジ会計を適用して

いるため、記載すべき事項はあり

ません。 

 同左  同左 

(2）取引に対する取組方針及び利用

目的 

 為替変動のリスクに備えるため

外貨建売掛金の月ごとの入金予定

額の範囲内で契約する方針を採っ

ております。 

 なお、ヘッジ開始時から有効性

判定時点までの期間において、ヘ

ッジ対象とヘッジ手段の相場変動

の累計を比較し、両者の変動額等

を基礎としてヘッジ有効性評価を

行っております。 

(2）取引に対する取組方針及び利用

目的 

 同左 

(2）取引に対する取組方針及び利用

目的 

 同左 

(3）取引に係るリスクの内容 

 主要取引銀行との通常の契約で

あるため、リスクはほとんどない

と認識しております。 

(3）取引に係るリスクの内容 

 同左 

(3）取引に係るリスクの内容 

 同左 

(4）取引に係るリスクの管理体制 

 取引の執行・管理については経

理部にて行っております。なお、

明文の管理規程は特に設けており

ません。 

(4）取引に係るリスクの管理体制 

 同左 

(4）取引に係るリスクの管理体制 

 同左 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

前中間会計期間 
（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

１株当たり純資産額 692.35円

１株当たり中間純利益 25.08円

１株当たり純資産額     717.39円

１株当たり中間純利益     21.18円

１株当たり純資産額     715.60円

１株当たり当期純利益  47.60円

※潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、潜在株式がないた

め記載しておりません。 

※同左 ※潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、潜在株式がないた

め記載しておりません。 

 
前中間会計期間 

(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日)

当中間会計期間 
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日)

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日)

中間（当期）純利益（千円） 455,397 384,562 915,870 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 51,700 

（うち利益処分による役員賞与金） － － (51,700) 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円） 
455,397 384,562 864,170 

期中平均株式数（株） 18,156,031 18,153,551 18,155,158 



(2）【その他】 

 平成18年１月21日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

(イ）中間配当による配当金の総額……………………226,918千円 

(ロ）１株当たりの金額…………………………………12円50銭 

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成18年２月10日 

（注）平成17年11月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行いま

す。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に提出した、証券取引法第25条第１項各号に掲げる書類は、下

記のとおりであります。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第79期）（自 平成16年６月１日 至 平成17年５月31日）平成17年８月31日近畿財務局長に提出 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

平成17年２月24日 

株式会社中北製作所   

   取締役会 御中   

 公認会計士 岡田孝次事務所 

  公認会計士  岡田 孝次  印 

   

 公認会計士 渡邉尚志事務所 

  公認会計士  渡邉 尚志  印 

   

   

   

   

 私たちは、証券取引法第193条の２に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社中北製作

所の第79期事業年度の中間会計期間（平成16年６月１日から平成16年11月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中

間貸借対照表、中間損益計算書および中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作

成責任は経営者にあり、私たちの責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 私たちは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私たちに中間財務諸表に

は全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの

合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を

適用して行われている。私たちは、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 私たちは、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、

株式会社中北製作所の平成16年11月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成16年６月１日か

ら平成16年11月30日まで）の経営成績およびキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。 

 会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出

会社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

平成18年２月24日 

株式会社中北製作所   

   取締役会 御中   

 公認会計士 岡田孝次事務所 

  公認会計士  岡田 孝次  印 

   

 公認会計士 渡邉尚志事務所 

  公認会計士  渡邉 尚志  印 

   

   

   

   

 私たちは、証券取引法第193条の２に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社中北製作

所の第80期事業年度の中間会計期間（平成17年６月１日から平成17年11月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中

間貸借対照表、中間損益計算書および中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作

成責任は経営者にあり、私たちの責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 私たちは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私たちに中間財務諸表に

は全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの

合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を

適用して行われている。私たちは、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 私たちは、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、

株式会社中北製作所の平成17年11月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成17年６月１日か

ら平成17年11月30日まで）の経営成績およびキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。 

 追記情報 

 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は、役員賞与につき利益処分による方法

から、期間費用として処理する方法に変更した。  

  

 会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出

会社）が別途保管しております。 
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