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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】 

提出会社の経営指標等 

 （注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、「連結経営指標等」については記載しておりません。 

２．売上高には消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。 

回次 第46期 第47期 第48期 第49期 第50期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

売上高 (千円) 19,511,059 18,788,423 16,454,819 16,333,314 15,435,546 

経常利益又は経常損失
（△） 

(千円) 512,986 355,628 △291,249 310,228 62,657 

当期純利益又は当期純
損失（△） 

(千円) 116,173 67,608 △299,839 144,670 23,874 

持分法を適用した場合
の投資利益 

(千円) － － － － － 

資本金 (千円) 1,445,600 1,445,600 1,445,600 1,445,600 1,445,600 

発行済株式総数 (株) 6,306,000 6,306,000 6,306,000 6,306,000 6,306,000 

純資産額 (千円) 7,250,240 7,245,666 6,990,907 7,082,576 7,018,834 

総資産額 (千円) 14,224,476 14,959,025 13,864,478 12,587,686 12,892,802 

１株当たり純資産額 (円) 1,150.24 1,149.59 1,109.18 1,123.72 1,113.61 

１株当たり配当額 
（内１株当たり中間配
当額） 

(円) 
10.00 
（－）

10.00
（－）

10.00
（－）

10.00 
（－）

10.00 
（－）

１株当たり当期純利益
又は１株当たり当期純
損失（△） 

(円) 18.43 10.73 △47.57 22.95 3.79 

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益 

(円) － － － － － 

自己資本比率 (％) 50.97 48.44 50.42 56.27 54.43 

自己資本利益率 (％) 1.56 0.93 △4.21 2.06 0.34 

株価収益率 (倍) 29.79 37.28 － 20.96 158.39 

配当性向 (％) 54.26 93.22 － 43.57 263.99 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

(千円) △278,117 387,378 238,682 1,796,535 △459,407 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

(千円) △427,812 △231,675 112,650 173,548 23,590 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

(千円) 484,031 311,587 △35,505 △926,944 △255,909 

現金及び現金同等物の
期末残高 

(千円) 778,205 1,245,495 1,561,322 2,604,461 1,912,734 

従業員数 (人) 482 478 434 414 407 



３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社を有していないため記載しておりません。 

４．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第46期・第47期・第49期及び第50期は潜在株式がないため、第48期

は１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 

５．第48期の株価収益率および配当性向については、当期純損失であるため、記載しておりません。 

６．第47期から、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に当たっ

て、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。 

  



２【沿革】 

  

年月 事項

昭和33年８月 業務用厨房機器の製造及び販売を目的として、大阪市生野区巽四条町102番地（当時）にて設立 

同時に福岡県福岡市に福岡営業所（現福岡支店）を設置 

昭和35年２月 愛知県名古屋市に名古屋営業所（現名古屋支店）を設置 

昭和39年11月 広島県福山市に福山営業所を設置 

昭和40年５月 福岡支店社屋を新築 

昭和42年７月 東京都中央区に東京支店を設置 

昭和43年６月 福山営業所を広島県広島市に移転し、広島営業所（現広島支店）に名称変更 

昭和45年７月 本社所在地に本社工場を増築 

昭和49年３月 本社所在地に第二工場及び倉庫を増築 

昭和51年３月 東京支店を東京都杉並区に移転し社屋を新築 

昭和52年10月 宮城県仙台市に仙台営業所（現東北支店）を設置 

昭和52年12月 本社新社屋及び本社所在地に第三工場を増築 

昭和53年１月 本社所在地に大阪支店を設置 

昭和54年９月 奈良県大和郡山市に奈良配送センターを新築 

昭和55年６月 埼玉県大宮市（現さいたま市）に埼玉営業所（現北関東支店）を設置 

昭和61年１月 本社工場を移転し、奈良配送センター所在地に奈良工場を設置 

平成６年５月 奈良配送センターを廃止し、三重県上野市（現伊賀市）に三重物流センターを設置 

平成８年11月 大阪証券取引所市場第二部に株式を上場 

平成12年１月 北海道札幌市に北海道支店を設置 

平成13年11月 名古屋支店社屋を新築 



３【事業の内容】 

 当社は、主として、学校給食、病院給食および事業所給食等の集団給食向け、ならびに中食産業、外食産業向けの業務用厨房

機器の製造、販売を行っております。 

 主力製品としては、食器洗浄機、炊飯システム、食器消毒保管機等があり、毎期継続的な開発、改良活動を行っております。 

 奈良工場において製造した製品と仕入商品をユーザーへ出荷し、工事を伴うものについては施工を行っております。なお、商

品は仕入業者より仕入れ、また、施工の大部分は外注業者に委託しております。 

 当社は、単一事業を行っているため、セグメント別、事業部門別の記載を行っておりません。また、当社は、子会社、関連会

社等を有しておりません。 

 以上に述べた内容を図で示すと、以下のとおりであります。 

 なお、これらの記載は、当社の決算期末の平成18年３月31日現在のものであり、当社は平成18年４月３日に子会社「厨（クリ

ヤ）」を設立しております。 

  

 

  

  



４【関係会社の状況】 

 該当事項はありません。 

  

  



５【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

 （注） 平均年間給与は、税込支払給与額であり、基準外賃金及び賞与を含んでおります。 

  

(2）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  

    平成18年３月31日現在

従業員数（人） 平均年令（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円） 

407 38.5 12.0 5,541 



第２【事業の状況】 

  

１【業績等の概要】 

(1）業績 

当期のわが国経済は、数多くの企業で収益の大幅な改善がみられ、また、積極的な設備投資の増加、雇用環境の改善等によ

り、景気回復の傾向が顕著に現れました。素材や原油価格の高騰等の不安要因はあるものの、この回復基調は今後も継続して

ゆくものと思われます。 

当社の属します業務用厨房機器業界におきましては、当社の主力販売先である公共部門の学校給食分野が、地方交付税や補

助金の大幅な削減、また、市町村合併に伴う議会の再選等による計画案件の延期等を受けて、低迷いたしました。民間部門に

おいては、大手企業の給食施設やコンビニベンダーの炊飯設備などの大口受注があったものの、外食産業からの受注が振るわ

ず、全体を通して、当社を取り巻く環境は依然として厳しい状況が続きました。 

このような状況のもとで、当社は、業務の効率化による経費の削減に努めるとともに、新製品としてワンタッチスライサー

を発売し、また、当社の主力製品である洗浄機や消毒保管機につきましてもマイナーチェンジを進め、積極的な販売活動を展

開いたしました。また、需要の高まりが見られる米飯加工分野向けに販売促進の一環としてメンテナンスサービスの充実を図

り、３６５日２４時間対応のメンテコールセンターを開設。これらのような活動を通して、業績回復に向けて努力を重ねてま

いりました。 

しかしながら、学校向けの販売不振の影響は大きく、当期の売上高は、１５４億３５百万円（前年同期比5.5 ％減）とな

り、粗利益率も0.8 ポイント悪化となりました。そのような中、経費の削減効果などにより、経常損益は６２百万円（前年同

期比79.8％減）の利益となり、当期純損益は２３百万円の利益（前年同期比83.5％減）となりました。 

  

(2）キャッシュ・フロー 

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は税引前当期純利益となり、仕入債務の増加、投資有価

証券の売却による収入があったものの、売上債権の増加、退職給付引当金の減少、関係会社株式の取得による支出があったこ

となどから当事業年度末には１９億１２百万円（前年同期比６億９１百万円減）となりました。また、当事業年度における各

キャッシュ・フロー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４億５９百万円（前年同期は得られた資金１７億９６百万円）となりました。 

これは主に税引前当期純利益１億６１百万円（前年同期比57.9％減）を計上し、売上・仕入の計上時期が期末に集中した

ため、仕入債務の増加額は７億６３百万円（前年同期は３億９３百万円の減少）となったものの、同様に売上債権の増加額

が１１億９１百万円（前年同期は１７億３９百万円の減少）となり、退職給付・役員退職慰労金引当金の減少額が１億２４

百万円（前年同期は５百万円の増加）、また、法人税等の支払額が９６百万円（前年同期比94.7％増）となったことなどに

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２３百万円（前年同期比86.4％減）となりました。 

これは主に投資有価証券の売却による収入が１億４９百万円と前年同期とほぼ同額あったものの、前年同期にはなかった

関係会社株式の取得による支出が９６百万円あったことや、前年同期にはあった定期預金の払戻による収入がなかったこと

などによるものです。 

（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２億５５百万円（前年同期比72.4％減）となりました。 

これは主に社債の償還による支出が６０百万円、配当金の支払額が６３百万円と前年同期とほぼ同額であったものの、長

期借入金の返済による支出が２億３２百万円（前年同期比20.4％減）、短期借入金の増減額が１億円の増加（前年同期は５

億１１百万円の減少）となったことなどによるものです。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

 当社は、業務用厨房機器の製造、販売の単一事業を行っているため、セグメント別、事業部門別の記載を行っておりません。 

(1）生産実績 

 製品の生産実績につきましては、当期の製造原価実績は9,069,444 千円であり、前期比7.0 ％の減少となっております。 

(2）商品仕入実績 

 商品仕入実績につきましては、当期の仕入金額の総額は7,821,094 千円であり、前期比7.6 ％の減少となっております。 

(3）受注及び販売の実績 

 当期の受注並びに販売の実績につきましては、参考のため、ユーザーの業種分類別の受注高、受注残高及び販売金額を記載

しております。 

  

ユーザーの業種分類別受注実績 

 （注） 金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

  

ユーザーの業種分類別販売実績 

 （注） 金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

  

３【対処すべき課題】 

わが国経済は、素材や原油価格の高騰、金融政策の動向など不安定な要因が多々見受けられますが、企業業績の回復力には底

堅いものがあり、雇用環境の改善も見られ、今後も景気は好調を持続するものと思われます。一方、当社を取り巻く環境は、市

町村合併問題で延期になっていた学校給食センター案件の計画の進展が見られ始めるなど、若干の明るさが見え始めておりま

す。 

このような環境の中で、今年度で創立６０周年を迎える当社は、外食産業向けの営業力を強化すべく４月に輸入製品を取り扱

う販売子会社を設立いたしました。子会社による新たな市場の開拓とともに、従来から当社が得意としてきた学校給食センター

を柱とする学校・病院・事業所向けの営業力強化を、営業部門、生産部門および管理部門の各部門が一体となって取り組み、業

績回復に向けてまい進する所存でございます。 

  受注高（千円） 前年同期比(％)
受注残高
（千円） 

前年同期比(％)

学校給食 7,419,117 4.4 1,225,539 104.6 

病院給食 3,599,302 20.4 402,912 88.3 

事業所給食 2,759,437 25.5 246,928 △31.5 

外食産業 1,675,402 △32.9 59,752 74.7 

その他 669,996 29.8 10,347 △79.3 

合計 16,123,256 5.3 1,945,480 54.7 

  金額（千円） 前年同期比(％) 

学校給食 6,792,551 △14.0 

病院給食 3,410,374 6.6 

事業所給食 2,873,131 31.0 

外食産業 1,649,855 △35.2 

その他 709,633 43.3 

合計 15,435,546 △5.5 



４【事業等のリスク】 

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある

事項には、以下のようなものがあります。 

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末において当社が判断したものであります。 

  

(1）経営成績の変動について 

 当事業年度において、売上高の約６０％が官公庁向け、約４０％が民間向けとなっております。官公庁向けについては、日

本国政府及び地方自治体の政策によって決定される公共投資の動向によるものであり、また、民間設備投資についても景気動

向等の影響を受けるため、公共投資の削減及び民間設備投資が減少する場合には、当社の財政状態及び業績に悪影響を及ぼす

可能性があります。 

(2）価格競争について 

 販売価格は、全国的な顧客の低価格志向を受けて低下傾向にありますが、工事案件の減少等により同業者間の価格競争がさ

らに激化した場合には、収益悪化により、当社の財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

(3）取引形態について 

 当社は、ユーザーとの直接販売比率の向上を目指しておりますが、ユーザー等の都合で中間業者を経由した取引に移行する

ことがあります。このような取引形態が増加した場合には、収益悪化により当社の財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性

があります。 

(4）債権管理について 

 当社は、売掛債権について顧客との間で予め約束された期日に確実に回収できるよう顧客管理に努めておりますが、厳しい

経営環境の中、顧客の業績等が急激に悪化し、回収遅延、回収不能が多発した場合には、当社の財政状態及び業績に悪影響を

及ぼす可能性があります。 

(5）原材料の市況変動について 

 当社の製品の製造に使用している原材料の価格が高騰し、製品の価格に転嫁できない場合には、当社の財政状態及び業績に

悪影響を及ぼす可能性があります。 

(6）特定の生産拠点への集中 

 当社の生産拠点は奈良工場のみであり、製造ラインの中断がないよう定期的な災害防止検査・設備点検を行っております。

しかし、災害・停電等による製造ラインの中断を完全に防止できる保証はありません。 

 また、大規模な地震等の自然災害や火災等の事故等、生産設備に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合には、当社の財政

状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

(7）瑕疵担保責任及び製造物責任について 

 当社が提供する製品の品質管理には万全を期しておりますが、顧客の製品取扱上、当社が想定している使用方法、使用状況

等以外の方法、状況等により事故が発生し、顧客に損失をもたらした場合、瑕疵担保責任及び製造物責任による責任を問われ

る可能性があります。さらに、これらの問題による社会的評価の低下により顧客の購買意欲を低減させる可能性があります。

したがって、このような場合には当社の財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

(8）大株主について 

 平成18年３月31日現在、株式会社みずほ銀行は当社株式 301千株、日本生命保険相互会社は 164千株を保有しております。

しかしながら、平成13年11月に施行された銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律、及び株価下落による業績への影響に

対する懸念等により、上記金融機関が保有株式を売却する可能性があります。 

 したがって、このような場合には、当社株式の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があります。 

(9）貸倒引当金について 

 当社は、債権の貸倒に備えるため貸倒実績率及び個別の回収可能性を勘案して、回収不能見込額を貸倒引当金に計上してお

ります。したがって、顧客の財政状態が悪化した場合には引当額が増加し、当社の財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性

があります。 

  



(10）繰延税金資産について 

 当社は、将来の利益計画に基づいて将来の課税所得を検討し、実現可能性が高いと考えられる金額を繰延税金資産として計

上しております。繰延税金資産の全部又は一部を将来実現できないと判断した場合、その金額を法人税等調整額として計上す

ることとなります。したがって、このような場合には当社の財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

(11）投資有価証券について 

 当社は、安定的・継続的な取引関係の維持のために、特定の顧客及び金融機関に対する株式を所有しております。当社は株

価の下落率が一定以上であり、その下落が一時的でないと判断した場合、評価損を計上しております。したがって、将来、投

資先の業績不振、市況の悪化等により株価が下落した場合には評価損の計上が必要となり、当社の財政状態及び業績に悪影響

を及ぼす可能性があります。 

(12)退職給付引当金について 

 当社は、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退職給付引当金を計上しておりますが、退職給付

債務算定に用いる割引率の変更、また、年金資産運用における時価の下落及び運用利回りの変更等があった場合には、当社の

財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

(13)その他の社会情勢による影響について 

 食の安全性についての事象（ＢＳＥ感染牛の発見、鳥インフルエンザの発生、食中毒の発生等）による風評被害等が起こっ

た場合、特に当社のユーザー業種の内、外食業界の業績への悪影響が懸念され、設備投資が抑制されて当社への取引高が減少

することが考えられます。このような場合には当社の財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

  



５【経営上の重要な契約等】 

 該当事項はありません。 

  

６【研究開発活動】 

当社は、業務用厨房機器の総合メーカーとして、学校、病院、福祉施設、事業所、外食・中食など様々な分野からの多様化す

るニーズに応え、かつ、高付加価値を目指した製品やシステム機器の研究開発活動に取り組んでおります。 

これらの研究開発は、当社の技術部（期末人員５０名）を中心に行っており、当事業年度における研究開発費は１億２４百万

円であります。 

なお、当社は単一事業を行っているため、事業の種類別セグメント区分による記載を行っておりません。 

  

[新型ワンタッチスライサーの開発] 

単独校、病院給食、事業所給食向けに、マイコンスライサーの小型機として開発しました。 

従来のワンタッチスライサーよりコンパクトで低コストでありながら１時間当り切裁能力２割アップを達成しました。機能

面では音声ガイダンスを装備し安全性と操作性の向上を図り、刃物も工具なしで交換可能となっています。 

また、ベルト及びコンベアー回りの部品の脱着が可能であり、切裁室内をノンビス化し、雑菌のはびこる原因となる残滓が

残りにくい衛生的な構造になっています。 



７【財政状態及び経営成績の分析】 

文中の将来に関する事項は、当事業年度末において当社が判断したものであります。 

(1）重要な会計方針及び見積り 

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この財務諸表の

作成に当たり、決算日における資産・負債及び決算期間における収入・費用に影響を与える貸倒引当金・有価証券・繰延税金資

産・退職給付引当金の見積りを行い、その見込額を計上しております。なお、実際の結果はこの見積りと異なる場合がありま

す。 

①貸倒引当金について 

 当社は、債権の貸倒に備えるため貸倒実績率及び個別の回収可能性を勘案して回収不能見込額を貸倒引当金に計上してお

ります。したがって、顧客の財政状態が悪化した場合には引当額が増加します。 

②繰延税金資産について 

 当社は、将来の利益計画に基づいて将来の課税所得を検討し、実現可能性が高いと考えられる金額を繰延税金資産として

計上しております。繰延税金資産の全部又は一部を将来実現できないと判断した場合、その金額を法人税等調整額として計

上することとなります。 

③投資有価証券について 

 当社は、安定的・継続的な取引関係の維持のために、特定の顧客及び金融機関に対する株式を所有しております。当社は

株価の下落率が一定以上であり、その下落が一時的でないと判断した場合、評価損を計上しております。したがって、将

来、投資先の業績不振、市況の悪化等により株価が下落した場合には評価損の計上が必要となる場合があります。 

④退職給付引当金について 

 当社は、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退職給付引当金を計上しておりますが、退職給

付債務算定に用いる割引率の変更、また、年金資産運用における時価の変動及び運用利回りの変更等があった場合、引当額

が増減します。 

(2）当事業年度の財政状態の分析 

総資産額は、前事業年度末に比べ2.4 ％増加の１２８億９２百万円となりました。これは主に現金及び預金が減少し、ま

た、有価証券の売却により投資有価証券が減少しましたが、平成18年３月の売上高が前年同月に比べ大幅に増加したことから

それに伴い売掛金が増加したことなどによるものです。また、有形固定資産は、設備投資が少額であったことから、工具器具

備品を除き減価償却などにより減少となっております。 

総負債額は、前事業年度末に比べ6.7 ％増加の５８億７３百万円となりました。これは主に、役員退職慰労金の贈呈があっ

たことなどから役員退職慰労金引当金・退職給付引当金が減少、受注物件の引渡完了（売上計上）により前受金が減少、ま

た、短期借入金は増加したものの長期借入金、社債が返済及び償還により減少となりましたが、３月の売上高の増加に伴う仕

入高等の増加により支払手形・買掛金が増加したことなどによるものです。 

資本は、前事業年度末に比べ0.9 ％減少の７０億１８百万円となりました。これは主に、有価証券を売却したことによりそ

の他有価証券評価差額金が減少したことや、配当金が当期純利益より多かったことによるものです。 

(3）当事業年度のキャッシュ・フローの分析 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益を計上し、役員報酬などの販売費及び一般管理費が減少し、仕入

高の減少に伴い仕入債務の支払額が減少しましたが、売上高の減少に伴い売上債権の回収額がそれ以上に減少したことや、役

員の退職等による役員退職慰労金の贈呈があったことなどから、４億５９百万円の資金の使用となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、子会社の設立（平成18年４月３日設立）による関係会社株式の取得や、前事業年度

にはあった定期預金の解約による収入がなかったものの、有価証券の売却があったことなどから２３百万円の資金の獲得とな

りました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金は借入額が返済額を上回り増加したものの、長期借入金及び社債は返

済、償還が順調に進んだことから２億５５百万円の資金の使用となりました。また、配当金の支払額は前事業年度とほぼ同額

となっております。 

この結果、当事業年度における現金及び現金同等物は、前事業年度に比べ６億９１百万円減少し１９億１２百万円となりま

した。 



(4）当事業年度の経営成績の分析 

売上高は、前事業年度に比べ８億９７百万円減少し１５４億３５百万円（前年同期比5.5 ％減）となりました。これは主

に、前事業年度は減少した事業所に対する売上高は回復したものの、学校向けの販売が不振であったことなどによるもので

す。 

営業損益は、引き続き全ての部門において人件費を含めた経費削減に努め、販売費及び一般管理費は３５億６６百万円（前

年同期比2.5％減）となりましたが、同業他社との価格競争が激化するなか、粗利率は前事業年度に比べ0.8 ポイント悪化（前

年同期は0.5 ポイントの好転）し、１０百万円の損失（前事業年度は２億３５百万円の利益）を計上することとなりました。 

経常損益は、仕入高が減少したことによる仕入割引の減少や、借入金の減少に伴う支払利息の減少などがありましたが、営

業外収益及び営業外費用は前事業年度とほぼ同額の７３百万円の利益（純額）（前年同期比2.2 ％減）となったことから６２

百万円の利益（前年同期比79.8％減）となりました。 

税引前当期純損益は、投資有価証券売却益の計上や、破産更生債権の減少に伴い貸倒引当金戻入益を計上したことなどか

ら、特別利益及び特別損失が９９百万円の利益（純額）（前年同期比33.1％増）となり、その結果、１億６１百万円の利益

（前年同期比57.9％減）となりました。 

当期純損益は、法人税、住民税及び事業税の計上額が８４百万円（前年同期比11.9％減）となり、また、法人税等調整額は

一時差異が解消されたことなどにより５３百万円（前年同期比62.9％減）の計上となったことから２３百万円の利益（前年同

期比83.5％減少）となりました。 

  

第51期に創立60周年を迎える当社は、外食産業向けの営業力を強化すべく平成18年４月に輸入製品を取り扱う販売子会社を

設立いたしました。子会社による新たな市場の開拓とともに、従来から当社が得意としてきた学校給食センターを柱とする学

校・病院・事業所向けの営業力強化を、営業部門、生産部門および管理部門の各部門が一体となって取り組み、業績回復に向

けてまい進する所存でございます。 

  

  



第３【設備の状況】 

  

１【設備投資等の概要】 

特記すべき事項はありません。 

  

２【主要な設備の状況】 

 当社は、国内に一ヶ所の工場を運営しております。 

 また国内の38ヶ所に支店・営業所を有している他、三重物流センターを設けております。 

 以上のうち主要な設備は以下のとおりであります。 

 なお、当社は単一事業を行っているため、セグメント別、事業部門別の記載を行っていません。 

 （注）１．帳簿価額のうち「その他」は工具器具備品であります。なお、金額には消費税等は含めておりません。 

２．従業員には、嘱託及び臨時従業員を含んでおりません。 

３．大阪支店は本社と同一敷地内にあるため土地は本社に、奈良営業所は奈良工場と同一敷地内にあるため土地は奈良工場

に含めて表示しております。 

４．リース契約による主な賃借設備は次のとおりであります。 

  

３【設備の新設、除却等の計画】 

 該当事項はありません。 

  

  

    平成18年３月31日現在

事業所名 
（所在地） 

設備の内容 

帳簿価額
従業
員数 
（人） 

建物及び構築
物（千円） 

機械装置及び
運搬具 
（千円） 

土地
（千円） 
（面積㎡） 

その他
（千円） 

合計 
（千円） 

本社 
（大阪市生野区） 

統轄業務施設 98,337 1,442
542,234
(2,479.33)

15,226 657,240 29

奈良工場 
（奈良県大和郡山市） 

厨房機器
製造設備 

216,910 94,555
813,581

(12,551.78)
45,328 1,170,375 109

三重物流センター 
（三重県伊賀市） 

配送倉庫
業務設備 

116,344 10,371
512,874

(34,070.38)
584 640,175 2

東京支店 
他37ヶ所 

販売設備 209,646 709
494,920
(2,339.31)

13,414 718,692 267

  名称 
数量

（セット）
リース期間
（年） 

リース料(年間) 
（千円） 

リース契約残高
（千円） 

  
電子計算機及びその周辺機器 
（所有権移転外ファイナンス・リース） 

３ ５ 29,523 84,417 

  
ＣＡＤシステム 
（所有権移転外ファイナンス・リース） 

３８ ５ 25,527 66,438 



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】 

  

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、資本金等の推移】 

 （注） １株を1.2株に株式分割（無償交付） 

  

(4）【所有者別状況】 

 （注） 自己株式3,220 株は、「個人その他」に32単元及び「単元未満株式の状況」に20株を含めて記載しております。 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 17,000,000 

計 17,000,000 

種類 
事業年度末現在発行数(株) 
（平成18年３月31日） 

提出日現在発行数（株）
（平成18年６月30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 6,306,000 6,306,000
㈱大阪証券取引所 
（市場第二部） 

－ 

計 6,306,000 6,306,000 － － 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（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９年５月20日 1,051,000 6,306,000 － 1,445,600 － 1,537,125

      平成18年３月31日現在

区分 

株式の状況（１単元の株式数 100株）
単元未満
株式の状
況（株） 政府及び地

方公共団体 
金融機関 証券会社 

その他の
法人 

外国法人等
個人その他 計 

個人以外 個人

株主数（人） － 8 6 46 2 － 354 416 －

所有株式数
（単元） 

－ 7,423 20 4,367 1,909 － 49,335 63,054 600

所有株式数の
割合（％） 

－ 11.77 0.03 6.93 3.03 － 78.24 100 －



(5）【大株主の状況】 

  

(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

  

②【自己株式等】 

   平成18年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

中西 昭夫 大阪市阿倍野区 735,300 11.66 

中西 忠 大阪市東住吉区 716,100 11.35 

中西製作所取引先持株会 大阪市生野区巽南5-4-14 547,100 8.67 

中西製作所従業員持株会 大阪市生野区巽南5-4-14 446,791 7.08 

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町1-1-5 301,000 4.77 

ソシエテ ジェネラル バ
ンク アンド トラスト 
（常任代理人 香港上海銀
行東京支店） 

11,AVENUE EMILE REUTER L-2420 
LUXEMBOURG 
（東京都中央区日本橋3-11-1） 

184,900 2.93 

日本生命保険相互会社 
東京都千代田区丸の内1-6-6日本生命証券
管理部内 

164,000 2.60 

三本 和子 兵庫県宝塚市 150,200 2.38 

長船 陽子 大阪府羽曳野市 135,200 2.14 

濱口 利子 奈良県香芝市 133,200 2.11 

計  3,513,791 55.72 

  平成18年３月31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     3,200 

－ － 

完全議決権株式（その他） 普通株式  6,302,200 63,022 － 

単元未満株式 普通株式     600 － － 

発行済株式総数 6,306,000 － － 

総株主の議決権 － 63,022 － 

    平成18年３月31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） 
株式会社中西製作所 

大阪市生野区巽南五丁
目４－14 

3,200 － 3,200 0.05

計 － 3,200 － 3,200 0.05



(7）【ストックオプション制度の内容】 

 該当事項はありません。 

  

  



２【自己株式の取得等の状況】 

(1）【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

 該当事項はありません。 

  

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

（注） 平成18年６月29日開催の定時株主総会において定款の一部を変更し、「当社は、会社法第165 条第２項の規定によ

り、取締役会の決議により、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる。」旨を定款に定めております。 

  

(2）【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

 該当事項はありません。 

  

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

 該当事項はありません。 

  

３【配当政策】 

当社は、長期的に継続して業容を拡大し、企業体質の強化を図っていくことによって、安定的経営基盤を作りあげたいと考え

ており、これに基づき、長期にわたり安定した配当の継続を基本原則としております。 

このような方針に基づき、当期は１株当たり10円の配当を実施いたしました。 

なお、内部留保資金につきましては、経営体質の一層の充実を図るとともに、今後の事業拡大の資金需要に備える所存であり

ます。 

  

４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。 

  

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。 

  

    平成18年６月30日現在

  区分 株式の種類 株式数（株） 価額の総額（円） 

  自己株式取得に係る決議 － － － 

回次 第46期 第47期 第48期 第49期 第50期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

最高（円） 1,150 610 540 509 776 

最低（円） 530 352 410 417 441 

月別 平成17年10月 平成17年11月 平成17年12月 平成18年１月 平成18年２月 平成18年３月

最高（円） 760 673 669 700 650 626 

最低（円） 600 601 611 590 586 588 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
（千株） 

代表取締役 

社長 
  中西 昭夫 昭和24年10月13日生 

昭和47年11月 当社入社 

昭和53年２月 特需部長 

昭和54年３月 製造部長兼工場長 

昭和54年９月 常務取締役就任 

昭和61年10月 代表取締役常務就任 

平成元年４月 代表取締役社長就任（現任） 

平成18年４月 株式会社厨代表取締役会長就任

（現任） 

735 

専務取締役 
社長補佐役 

兼経理部長 
中西 一郎 昭和28年４月５日生 

昭和52年９月 当社入社 

昭和59年４月 製造部長 

昭和62年１月 総務部長 

昭和62年10月 取締役就任 総務部長 

平成元年４月 常務取締役就任 

平成元年12月 管理本部長 

平成６年４月 専務取締役就任（現任） 管理

本部長兼務 

平成７年４月 総務部長兼務 

平成10年４月 社長補佐役（現任） 

平成17年６月 経理部長兼務（現任） 

91 

取締役   小野 哲二郎 昭和22年４月28日生 

昭和41年３月 当社入社 

平成２年12月 北関東支店長 

平成９年11月 学校給食推進部長 

平成13年６月 取締役就任（現任） 北関東支

店長 

平成17年６月 東日本営業本部長 

平成18年４月 株式会社厨代表取締役社長就任

（現任） 

12 

取締役 生産本部長 三輪 修次 昭和23年３月９日生 

昭和54年２月 当社入社 

平成11年４月 製造部長 

平成14年10月 生産副本部長 

平成17年６月 取締役就任 生産本部長（現

任） 

9 

取締役 
東日本営業本部

長 
橋本 正人 昭和29年６月11日生 

昭和48年３月 当社入社 

平成10年４月 大阪支店長 

平成17年６月 取締役就任（現任） 生産副本

部長 

平成18年４月 東日本営業本部長（現任） 

平成18年４月 株式会社厨監査役就任（現任） 

5 

取締役 
西日本営業本部

長兼営業部長 
栫井 正博 昭和31年11月５日生 

昭和50年３月 当社入社 

平成11年４月 名古屋支店長 

平成17年６月 取締役就任 西日本営業本部長

兼営業部長（現任） 

5 

取締役   中谷 守 昭和19年７月５日生 

昭和42年３月 当社入社 

昭和63年11月 技術部長 

昭和63年12月 製造部長兼務 

平成元年12月 取締役就任 生産本部長 

平成６年４月 常務取締役就任 生産本部長 

平成14年10月 管理本部長兼経理部長 

平成17年６月 非常勤取締役就任（現任） 

60 



 （注） 監査役湯田昭児及び監査役花房幹雄は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
（千株） 

取締役   柳井 昭男 昭和19年４月２日生 

昭和38年２月 当社入社 

昭和53年９月 福岡支店長 

平成２年12月 東京支店長 

平成６年４月 常務取締役就任 東京支店長 

平成10年４月 管理本部長 

平成13年６月 管理本部長兼経理部長 

平成14年10月 生産本部長 

平成17年６月 非常勤取締役就任（現任） 

27 

監査役(常勤)   吉川 浩郎 昭和21年８月22日生 

昭和51年６月 当社入社 

平成９年11月 広島支店長 

平成13年６月 常勤監査役就任（現任） 

12 

監査役   湯田 昭児 昭和14年10月４日生 

昭和33年４月 大阪国税局入局 

昭和63年７月 同局調査部特別国税調査官付総

括主査 

平成４年７月 同局総務部税務相談室税務相談

官 

平成10年９月 湯田税理士事務所（現任） 

平成12年６月 当社監査役就任（現任） 

－ 

監査役   花房 幹雄 昭和19年5月25日生 

昭和42年４月 株式会社富士銀行（株式会社み

ずほ銀行）入行 

平成元年４月 同行住吉支店長 

平成８年３月 同行退職 

日本橋興業株式会社常務執行役

員就任 

平成17年３月 同社退職 

平成17年６月 当社監査役就任（現任） 

－ 

      計 958



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(1）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、「切磋琢磨して、斬新なアイデアを提供できる企業人となり、良品廉価を持って顧客に奉仕し、万人の食生活をま

すます豊かにすることに貢献する」ことを経営理念とし、その理念のもとに成長、発展していくことを目指しております。そ

のためには、経営の遵法運営を大前提として、経営の監視体制の強化と透明性を高めることに努め、公正な経営を実現するこ

とが重要であると認識しております。 

(2）会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 

① 会社の機関の基本説明及び内部統制システムの整備の状況 

当社の取締役会は、取締役８名で構成しており、その場で重要事項は全て付議され、業績の進捗についても議論し、対策

を都度検討しております。なお、当社の取締役は常勤取締役６名及び非常勤取締役２名であり、社外取締役はおりません。 

また、当社は、監査役制度を採用しております。監査役の総数は３名で社外監査役（非常勤）が２名、社内監査役（常

勤）が１名となっており、監査役会を設置しております。監査役は、非常勤監査役も含めて取締役会に出席し、取締役の職

務執行を十分監視できる体制となっております。社外監査役との間には、特別な利害関係はございません。 

委員会等設置会社に移行する是非については、今後も重要な課題として継続して検討してまいりますが、当面現在の取締

役と監査役という枠組みの中で経営機構の改革を進めていきたいと考えております。 

会社の機関及び内部統制システムを図示すると次のとおりであります。 

 

② 内部監査及び監査役監査の状況 

当社は、社長直轄の内部監査室（人員１名）を設置し、随時業務執行各部署における必要な監査を実施し、報告を行う体

制を構築しております。また、同時に監査役会からも改善指摘を行える体制をとっております。 

③ 会計監査の状況 

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、以下のとおりであります。 

※ 同監査法人は、公認会計士法上の規制開始及び日本公認会計士協会の自主規制実施に先立ち自主的に業務執行社員の

交替制度を導入しており、同監査法人において策定された交替計画に基づいて寺澤氏は平成18年３月期会計期間に交

替する予定となっております。 

また、監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士７名、会計士補17名であります。 

(3）リスク管理体制の整備の状況 

当社のリスク管理体制の状況としましては、顧問弁護士（さくら法律事務所）からの助言を得て商法及び証券取引法を始め

とする法規に留意した経営を行っております。会計監査人（新日本監査法人）は、当社監査役会、内部監査室と密接な連携を

取っており会計リスクに、また、顧問税理士（石橋会計事務所）は、経理部と密接な連携を取っており、法人税法を始めとし

た国税及び地方税に対する税務リスクに対応する体制となっております。 

公認会計士の氏名等 所属する監査法人 継続監査年数 

指定社員 

業務執行社員 

寺澤  豊 新日本監査法人 １２年※

高橋 嗣雄 新日本監査法人 － 



(4）役員報酬の内容 

当社の社内取締役及び社内監査役に対する報酬の内容は、89,280千円であります。また、社外監査役に対する報酬の内容

は、2,400千円であります。 

(5）監査報酬の内容 

当社が、新日本監査法人への公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条第１項に規定する業務に基づく報酬の内容は、

15,500千円であります。 

(6）内部統制システムの構築に係る取締役会の決議 

平成18年５月15日開催の取締役会において以下の項目について内部統制システムの構築に関する基本方針を決議しておりま

す。 

①取締役、使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

②取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

③損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

⑤当該株式会社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

⑥監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、および当該使用人の取締

役からの独立性に関する事項 

⑦取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 

⑧その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

  



第５【経理の状況】 

  

１．財務諸表の作成方法について 

 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「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、第49期事業年度（平成16年４月１日から平成17年３月31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２項のただし書きにより、改正前の財務

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、証券取引法第193条の２の規定に基づき、第49期事業年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）及び第50期事

業年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）の財務諸表について、新日本監査法人により監査を受けております。 

  

３．連結財務諸表について 

 当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。 

  

  



【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

   
前事業年度

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金   2,604,461 1,912,734 

２．受取手形   715,206 559,866 

３．売掛金   3,534,661 4,842,887 

４．商品   495,096 472,090 

５．製品   129,851 103,260 

６．原材料   222,762 260,982 

７．仕掛品   317,287 261,634 

８．貯蔵品   17,496 14,415 

９．前払費用   2,693 587 

10．繰延税金資産   142,139 133,679 

11．その他   33,101 61,594 

貸倒引当金   △17,021 △18,459 

流動資産合計   8,197,737 65.1 8,605,274 66.7

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1）建物 ※１ 1,807,811 1,805,003  

減価償却累計額  1,152,356 655,454 1,185,849 619,154 

(2）構築物  140,740 140,740  

減価償却累計額  115,358 25,382 118,656 22,084 

(3）機械装置  677,667 677,992  

減価償却累計額  556,160 121,507 573,533 104,459 

(4）車両運搬具  33,894 31,914  

減価償却累計額  30,262 3,632 29,294 2,620 

(5）工具器具備品  341,817 351,569  

減価償却累計額  271,993 69,823 277,014 74,554 

(6）土地 ※１  2,363,610 2,363,610 

有形固定資産合計   3,239,411 25.7 3,186,483 24.7



   
前事業年度

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

２．無形固定資産    

(1）特許権   2,360 3,869 

(2）実用新案権   263 320 

(3）ソフトウェア   12,206 11,989 

(4）電話加入権   10,300 10,300 

無形固定資産合計   25,129 0.2 26,479 0.2

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券   628,900 510,332 

(2）関係会社株式 ※６  － 96,000 

(3）出資金   1,370 1,350 

(4）破産更生債権   50,228 205 

(5）長期前払費用   848 847 

(6）繰延税金資産   361,132 333,079 

(7）その他   151,781 149,132 

貸倒引当金   △68,853 △16,383 

投資その他の資産合計   1,125,408 8.9 1,074,563 8.3

固定資産合計   4,389,949 34.9 4,287,527 33.3

資産合計   12,587,686 100.0 12,892,802 100.0

     



   
前事業年度

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形   604,908 718,816 

２．買掛金   1,552,589 2,202,544 

３．短期借入金 ※１  400,000 500,000 

４．一年以内返済予定長期
借入金 

※１  232,800 635,000 

５．一年以内償還予定社債   60,000 60,000 

６．未払金   56,854 62,099 

７．未払費用   113,996 113,157 

８．未払法人税等   85,601 73,315 

９．未払消費税等   34,658 12,630 

10．前受金   51,727 13,126 

11．預り金   31,457 31,828 

12．賞与引当金   219,230 219,981 

13．その他   651 273 

流動負債合計   3,444,476 27.4 4,642,774 36.0

Ⅱ 固定負債    

１．社債   90,000 30,000 

２．長期借入金 ※１  935,000 300,000 

３．退職給付引当金   734,626 691,378 

４．役員退職慰労金引当金   290,811 209,815 

５．長期未払金   10,196 － 

固定負債合計   2,060,634 16.4 1,231,194 9.5

負債合計   5,505,110 43.7 5,873,968 45.6



  

  

   
前事業年度

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※２  1,445,600 11.5 1,445,600 11.2

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  1,537,125 1,537,125  

資本剰余金合計   1,537,125 12.2 1,537,125 11.9

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  86,779 86,779  

２．任意積立金    

(1）別途積立金  4,280,000 4,280,000  

３．当期未処分利益  158,207 119,054  

利益剰余金合計   4,524,986 35.9 4,485,833 34.8

Ⅳ 土地再評価差額金   △506,045 △4.0 △506,045 △3.9

Ⅴ その他有価証券評価差額
金 

  83,230 0.7 58,644 0.5

Ⅵ 自己株式 ※３  △2,320 △0.0 △2,323 △0.0

資本合計   7,082,576 56.3 7,018,834 54.4

負債・資本合計   12,587,686 100.0 12,892,802 100.0

     



②【損益計算書】 

   
前事業年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高    

１．製品売上高  12,730,540 11,801,143  

２．商品売上高  3,602,773 16,333,314 100.0 3,634,402 15,435,546 100.0

Ⅱ 売上原価    

１．製品売上原価    

(1）製品期首たな卸高  68,169 129,851  

(2）当期製品製造原価 ※３ 9,751,957 9,069,444  

小計  9,820,127 9,199,296  

(3）他勘定振替高 ※１ 178,303 212,221  

(4）製品期末たな卸高  129,851 103,260  

製品売上原価  9,511,972 8,883,813  

２．商品売上原価    

(1）商品期首たな卸高  554,173 495,096  

(2）当期商品仕入高  8,465,035 7,821,094  

小計  9,019,209 8,316,190  

(3）他勘定振替高 ※２ 5,595,180 4,847,590  

(4）商品期末たな卸高  495,096 472,090  

商品売上原価  2,928,931 12,440,904 76.2 2,996,510 11,880,324 77.0

売上総利益   3,892,409 23.8 3,555,222 23.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1.2   

１．役員報酬  120,480 91,680  

２．給与手当  1,596,959 1,599,345  

３．賞与引当金繰入額  157,189 159,505  

４．退職給付費用  129,337 122,112  

５．役員退職慰労金引当金
繰入額 

 21,064 18,107  

６．福利厚生費  294,289 285,718  

７．賃借料  265,857 259,743  

８．減価償却費  42,501 36,830  

９．試験研究費 ※３ 92,347 106,492  

10．貸倒引当金繰入額  － 1,527  

11．その他  937,351 3,657,379 22.4 885,020 3,566,084 23.1

営業利益又は営業損失
（△） 

  235,029 1.4 △10,862 △0.1



   
前事業年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  8 2  

２．受取配当金  10,226 9,598  

３．仕入割引  79,700 71,420  

４．雑収入  23,201 113,137 0.7 24,510 105,531 0.7

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  26,040 22,353  

２．社債利息  1,560 1,080  

３．売上割引  5,085 1,532  

４．雑損失  5,252 37,939 0.2 7,045 32,011 0.2

経常利益   310,228 1.9 62,657 0.4

Ⅵ 特別利益    

１．固定資産売却益 ※４ 10 －  

２．投資有価証券売却益  34,642 65,804  

３．貸倒引当金戻入益  18,347 12,850  

４．匿名組合投資収益  36,308 89,308 0.5 23,048 101,702 0.7

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産売却損 ※５ 72 －  

２．固定資産除却損 ※６ 12,385 2,377  

３．投資有価証券売却損  2,242 14,700 0.1 － 2,377 0.0

税引前当期純利益   384,836 2.4 161,982 1.0

法人税、住民税及び事
業税 

 96,117 84,649  

法人税等調整額  144,048 240,165 1.5 53,457 138,107 0.9

当期純利益   144,670 0.9 23,874 0.2

前期繰越利益   13,537 95,179 

当期未処分利益   158,207 119,054 

     



製造原価明細書 

 （注）１．原価計算の方法は、ロット別個別原価計算を採用しております。 

※２．主な内訳は次のとおりであります。 

  

  

    
前事業年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
比率
（％） 

金額（千円） 
比率 
（％） 

Ⅰ 材料費  6,695,126 69.4 6,115,337 67.8

Ⅱ 労務費  839,861 8.7 868,883 9.6

Ⅲ 経費 ※２ 2,107,497 21.9 2,029,570 22.5

当期総製造費用  9,642,484 100.0 9,013,791 100.0

期首仕掛品たな卸高  426,760 317,287 

計  10,069,244 9,331,078 

期末仕掛品たな卸高  317,287 261,634 

当期製品製造原価  9,751,957 9,069,444 

    

  項目 前事業年度 当事業年度

  外注加工費（千円） 1,845,858 1,767,835

  減価償却費（千円） 46,753 42,922

  消耗品費（千円） 56,518 44,593



③【キャッシュ・フロー計算書】 

    
前事業年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益   384,836 161,982 

減価償却費   97,252 85,582 

貸倒引当金の増減額（△は減少）   △22,452 △51,031 

賞与引当金の増減額（△は減少）   △31,743 750 

退職給付・役員退職慰労金引当金の増減
額（△は減少） 

  5,003 △124,243 

受取利息及び受取配当金   △10,235 △9,600 

投資有価証券売却損益（△は売却益）   △32,399 △65,804 

匿名組合投資収益   △36,308 △23,048 

支払利息   27,600 23,433 

売上債権の増減額（△は増加）   1,739,361 △1,191,487 

たな卸資産の増減額（△は増加）   116,208 70,110 

仕入債務の増減額（△は減少）   △393,634 763,862 

破産更生債権の増減額（△は増加）   2,895 50,023 

その他   16,368 △39,655 

小計   1,862,752 △349,123 

利息及び配当金の受取額   10,249 9,600 

利息の支払額   △26,970 △23,502 

法人税等の支払額   △49,495 △96,382 

営業活動によるキャッシュ・フロー   1,796,535 △459,407 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入   52,100 － 

有形固定資産の取得による支出   △19,165 △27,115 

有形固定資産の売却による収入   80 － 

関係会社株式の取得による支出   － △96,000 

無形固定資産の取得による支出   △9,948 △6,535 

投資有価証券の取得による支出   △7,038 △7,022 

投資有価証券の売却による収入   144,409 149,865 

匿名組合現金分配額   18,821 12,851 

その他投資の増加による支出   △11,412 △9,630 



  

  

    
前事業年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

その他投資の減少による収入   5,702 7,176 

投資活動によるキャッシュ・フロー   173,548 23,590 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少）   △511,500 100,000 

長期借入金の返済による支出   △292,600 △232,800 

社債の償還による支出   △60,000 △60,000 

配当金の支払額   △62,844 △63,105 

自己株式の取得による支出   － △3 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △926,944 △255,909 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額   1,043,138 △691,726 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   1,561,322 2,604,461 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 2,604,461 1,912,734 

    



④【利益処分計算書】 

  

  

  次へ 

   
前事業年度
株主総会承認日 

（平成17年６月29日） 

当事業年度 
株主総会承認日 

（平成18年６月29日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益  158,207 119,054 

Ⅱ 利益処分額  

１．配当金  63,027 63,027 63,027 63,027 

Ⅲ 次期繰越利益  95,179 56,027 

   



重要な会計方針 

項目 
前事業年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及

び評価方法 

その他の有価証券 その他の有価証券 

時価のあるもの 時価のあるもの 

   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より処理

し、売却原価は移動平均法により算

定） 

同左 

  時価のないもの 時価のないもの 

   移動平均法による原価法 同左 

２．たな卸資産の評価基準

及び評価方法 

(1）商品 (1）商品 

総平均法による原価法 同左 

  (2）製品 (2）製品 

  個別法による原価法 同左 

  (3）原材料 (3）原材料 

  総平均法による原価法 同左 

  (4）仕掛品 (4）仕掛品 

  一定の規格に基づいて生産を行う標

準部品 

同左 

  総平均法による原価法   

  その他の仕掛品   

  個別法による原価法   

  (5）貯蔵品 (5）貯蔵品 

  最終仕入原価法 同左 

３．固定資産の減価償却の

方法 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 

 法人税法に規定する方法と同一の基

準による定率法 

 ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設備を除く）に

ついては、定額法を採用しておりま

す。 

同左 

  (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

   法人税法に規定する方法と同一の基

準による定額法 

 ただし、自社利用ソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっており

ます。 

同左 

  (3）長期前払費用 (3）長期前払費用 

   法人税法に規定する方法と同一の基

準による定額法 

同左 



  

項目 
前事業年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

   債権の貸倒損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。 

同左 

  (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

   従業員の賞与の支給に備えるため、

将来の支給見込額のうち当期の負担額

を計上しております。 

同左 

  (3）退職給付引当金 (3）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計上してお

ります。 

 数理計算上の差異は、各事業年度の

発生時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発生の翌

事業年度から費用処理することとして

おります。 

同左 

  (4）役員退職慰労金引当金 (4）役員退職慰労金引当金 

   役員退職慰労金の支給に備えるた

め、役員退職慰労金規程（内規）に基

づく期末要支給額の100％を計上して

おります。 

同左 

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 

６．キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

 キャッシュ・フロー計算書における資

金（現金及び現金同等物）は、手許現

金、随時引き出し可能な預金及び預入期

間が３ヶ月以内の定期預金からなってお

ります。 

同左 

７．その他財務諸表作成の

ための重要な事項 

(1）消費税等の会計処理 (1）消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 同左 



会計処理方法の変更 

  

表示方法の変更 

  

追加情報 

  

  

  次へ 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度より、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

準適用指針第６号 平成15年10月31日）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。 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（損益計算書） ────── 

前期において区分掲記いたしました「賃借契約解約

損」（当期810 千円）は、営業外費用の総額の100 分の

10以下となったため、営業外費用の「雑損失」に含めて

表示しております。 

  

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度より、法人事業税において「外形標準課税

制度」（地方税法等の一部を改正する法律（平成15年法

律第９号・平成15年３月31日公布））が導入され、ま

た、「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算

上の表示についての実務上の取扱（実務対応報告第12

号）」（企業会計基準委員会・平成16年２月13日公表）

に従った会計処理をしたことにより、法人事業税のうち

所得割額以外の部分である付加価値割額及び資本割額を

「販売費及び一般管理費」に計上しております。 

 これにより、外形標準課税を導入する以前と比較し、

販売費及び一般管理費が19,482千円増加し、営業利益、

経常利益、税引前当期純利益が同額減少しております。 

────── 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度
（平成18年３月31日） 

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。 

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。 

イ．担保に供している資産 イ．担保に供している資産 
  

建物 473,669千円

土地 1,810,706 

計 2,284,376 

建物 451,463千円

土地 1,810,706 

計 2,262,170 

ロ．上記に対応する債務 ロ．上記に対応する債務 
  

短期借入金 300,000千円

一年以内返済予定長期借入金 232,800 

長期借入金 935,000 

計 1,467,800 

短期借入金 400,000千円

一年以内返済予定長期借入金 635,000 

長期借入金 300,000 

計 1,335,000 

※２．株式の状況 ※２．株式の状況 
  

授権株式数 普通株式 17,000,000株

発行済株式総数 普通株式 6,306,000株

授権株式数 普通株式 17,000,000株

発行済株式総数 普通株式 6,306,000株

  
※３．自己株式 普通株式 3,214株 ※３．自己株式 普通株式 3,220株

 ４．「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31

日公布法律第34号）に基づき事業用の土地の再評価

を行い土地再評価差額金を資本の部に計上しており

ます。再評価の方法については「土地の再評価に関

する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第

119 号）第２条第四号に定める方法により算出して

おります。 

 ４．「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31

日公布法律第34号）に基づき事業用の土地の再評価

を行い土地再評価差額金を資本の部に計上しており

ます。再評価の方法については「土地の再評価に関

する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第

119 号）第２条第四号に定める方法により算出して

おります。 
  

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の
当期末における時価と
再評価後の帳簿価額と
の差額 

531,759千円

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の
当期末における時価と
再評価後の帳簿価額と
の差額 

682,664千円

 ５．商法施行規則第124 条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は83,230千

円であります。 

 ５．商法施行規則第124 条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は58,644千

円であります。 

※６．        ────── ※６．平成18年４月３日設立の子会社への新株式払込金

であります。 



（損益計算書関係） 

  

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※１．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 
  

販売費及び一般管理費 80,919千円

（試験研究費）   

販売費及び一般管理費 79,495 

（その他）   

その他 17,888 

計 178,303 

販売費及び一般管理費 105,255千円

（試験研究費）   

販売費及び一般管理費 85,299 

（その他）   

その他 21,666 

計 212,221 

※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 
  

材料他勘定受入高 5,538,618千円

販売費及び一般管理費 10,044 

（試験研究費）  

販売費及び一般管理費 45,755 

（その他）   

その他 761 

計 5,595,180 

材料他勘定受入高 4,825,071千円

販売費及び一般管理費 2,064 

（試験研究費）  

販売費及び一般管理費 11,177 

（その他）   

その他 9,276 

計 4,847,590 

※３．研究開発費の総額 ※３．研究開発費の総額 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究

開発費 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究

開発費 

110,062千円 124,144千円 

※４．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※４．        ────── 
  

車両運搬具 10千円

計 10 

※５．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 ※５．        ────── 
  

車両運搬具 72千円

計 72 

※６．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※６．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 
  

  

建物 1,642千円

機械装置 1,197 

工具器具備品 9,544 

計 12,385 

建物 434千円

機械装置 6 

車両運搬具 99 

工具器具備品 1,838 

計 2,377 



（キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

  

  次へ 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

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掲記

されている科目の金額との関係 

（平成17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在） 
  
現金及び預金勘定 2,604,461千円

預入期間が３ヶ月を超える定期
預金 

－ 

現金及び現金同等物 2,604,461 

現金及び預金勘定 1,912,734千円

預入期間が３ヶ月を超える定期
預金 

－ 

現金及び現金同等物 1,912,734 



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 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 

 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期末残高相当額 
  

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

工具器具備品 258,762 162,330 96,431

車両運搬具 79,317 45,082 34,235

ソフトウェア 93,777 51,315 42,462

合計 431,857 258,728 173,129

取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

工具器具備品 283,841 187,179 96,662 

車両運搬具 64,929 37,469 27,459 

ソフトウェア 132,128 50,132 81,996 

合計 480,899 274,781 206,118 

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 
  

１年内 72,068千円

１年超 126,251 

合計 198,319 

１年内 73,351千円

１年超 153,108 

合計 226,460 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

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、支払利息相当額及び減損損失 
  

支払リース料 89,863千円

減価償却費相当額 77,972千円

支払利息相当額 4,651千円

支払リース料 85,398千円

減価償却費相当額 74,726千円

支払利息相当額 4,128千円

４．減価償却費相当額の算定方法 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

法によっております。 

同左 

５．支払利息相当額の算定方法 ５．支払利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利

息法によっております。 

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） 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

  

２ 事業年度中に売却したその他有価証券 

  

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

  

４ その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

  

  

  次へ 

  種類 

前事業年度（平成17年３月31日） 当事業年度（平成18年３月31日） 

取得原価 
（千円） 

貸借対照表計
上額（千円） 

差額
（千円） 

取得原価
（千円） 

貸借対照表計
上額（千円） 

差額 
（千円） 

貸借対照表計上額
が取得原価を超え
るもの 

(1）株式 186,551 327,305 140,753 65,576 166,158 100,582

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 186,551 327,305 140,753 65,576 166,158 100,582

貸借対照表計上額
が取得原価を超え
ないもの 

(1）株式 1,507 1,345 △157 45,444 43,924 △1,520

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 1,507 1,345 △157 45,444 43,924 △1,520

合計 188,059 328,650 140,596 111,020 210,082 99,061

前事業年度 
（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

当事業年度
（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

売却額 
（千円） 

売却益の合計 
（千円） 

売却損の合計
（千円） 

売却額
（千円） 

売却益の合計
（千円） 

売却損の合計 
（千円） 

144,415 34,642 2,242 150,677 65,804 －

  
前事業年度（平成17年３月31日） 当事業年度（平成18年３月31日）

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

優先株式 300,000 300,000 

非上場株式 250 250 

種類 

前事業年度（平成17年３月31日） 当事業年度（平成18年３月31日） 

１年以内 
（千円） 

１年超５年
以内 
（千円） 

５年超10年
以内 
（千円） 

10年超
（千円） 

１年以内
（千円） 

１年超５年
以内 
（千円） 

５年超10年
以内 
（千円） 

10年超
（千円） 

(1）債券    

① 国債・地方債等 － － － － － － － －

② 社債 － － － － － － － －

③ その他 － － － － － － － －

(2）その他 － － － － － － － －

合計 － － － － － － － －



（デリバティブ取引関係） 

前事業年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日現在） 

 当社はデリバティブ取引を、全く行っておりませんので該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日現在） 

 当社はデリバティブ取引を、全く行っておりませんので該当事項はありません。 

  

  

  次へ 



（退職給付関係） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

 当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。 

 なお、退職金制度の55％相当額について適格退職年金制度を採用し、残額については退職一時金を充当しております。 

  

２ 退職給付債務及びその内訳 

  

３ 退職給付費用の内訳 

  

４ 退職給付債務等の計算基礎 

    
前事業年度

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

  (1）退職給付債務（千円） △1,736,313 △1,710,256 

  (2）年金資産（千円） 638,776 776,540 

  (3）未積立退職給付債務(1) ＋(2) （千円） △1,097,537 △933,716 

  (4）未認識数理計算上の差異（千円） 362,911 242,337 

  (5）退職給付引当金(3) ＋(4) （千円） △734,626 △691,378 

  
前事業年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

退職給付費用（千円） 190,626 
──── 

  
184,619 
──── 

(1）勤務費用（千円） 116,498 108,952 

(2）利息費用（千円） 41,917 39,935 

(3）期待運用収益（減算）（千円） △14,630 △14,691 

(4）数理計算上の差異の費用処理額（千円） 43,826 50,423 

(5）臨時に支払った割増退職金（千円） 3,016 － 

  
前事業年度

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

(1）割引率（％） 2.5 2.3 

(2）期待運用収益率（％） 2.5 2.3 

(3）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準 

(4）数理計算上の差異の処理年数（年） 
10

(定額法） 
10 

(定額法） 



（税効果会計関係） 

  

  

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

（平成17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在） 
  

  

繰延税金資産   

退職給付引当金否認額 283,632千円

役員退職慰労金引当金否認額 118,650 

賞与引当金否認額 89,446 

賞与分社会保険料否認額 10,174 

たな卸資産評価損否認額 10,229 

ゴルフ会員権評価損否認額 12,276 

その他有価証券評価損否認額 12,632 

貸倒引当金繰入限度超過額 16,263 

試験研究費否認額 17,904 

その他 19,249 

繰延税金資産小計 590,459 

評価性引当額 △29,825 

繰延税金資産合計 560,633 

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 △57,361 

繰延税金負債合計 △57,361 

繰延税金資産の純額 503,272 

繰延税金資産   

退職給付引当金否認額 282,082千円

役員退職慰労金引当金否認額 85,604 

賞与引当金否認額 89,752 

賞与分社会保険料否認額 10,344 

たな卸資産評価損否認額 8,941 

ゴルフ会員権評価損否認額 12,276 

その他有価証券評価損否認額 12,632 

貸倒引当金繰入限度超過額 5,688 

試験研究費否認額 16,329 

未払事業税 7,034 

その他 6,375 

繰延税金資産小計 537,062 

評価性引当額 △29,886 

繰延税金資産合計 507,176 

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 △40,417 

繰延税金負債合計 △40,417 

繰延税金資産の純額 466,758 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となる主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となる主な項目別の内訳 

（平成17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在） 
  
法定実効税率 40.8％ 

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない
項目 

21.5 

住民税均等割 10.1 

評価性引当額の減少額 △9.4 

その他 △0.6 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 62.4 

    

法定実効税率 40.8％ 

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない
項目 

20.4 

住民税均等割 24.2 

評価性引当額の減少額 0.0 

その他 △0.2 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 85.3 

  



【関連当事者との取引】 

前事業年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 （注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等 

取引条件につきましては、近隣の相場を勘案し、一般取引と同様に決定しております。 

２．取引金額には、消費税等が含まれております。 

  

当事業年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 （注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等 

取引条件につきましては、近隣の相場を勘案し、一般取引と同様に決定しております。 

２．取引金額には、消費税等が含まれております。 

３．上記賃借契約は平成18年３月31日付で終了しております。 

  

（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

（重要な後発事象） 

前事業年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

属性 氏名 住所 
資本金又
は出資金 
(千円) 

事業の
内容又
は職業 

議決権等の
所有(被所
有)割合 
（％） 

関係内容
取引の
内容 

取引金額
(千円) 

科目 
期末残高
(千円) 役員の

兼任等 
事業上の関
係 

役員及び
主要株主
の近親者 

中西竹子 － － － 
（被所有）
直接 2.49 

－ －
駐車場
の賃借 

2,484 － －

属性 氏名 住所 
資本金又
は出資金 
(千円) 

事業の
内容又
は職業 

議決権等の
所有(被所
有)割合 
（％） 

関係内容
取引の
内容 

取引金額
(千円) 

科目 
期末残高
(千円) 役員の

兼任等 
事業上の関
係 

役員及び
主要株主
の近親者 

中西竹子 － － － なし － －
駐車場
の賃借 

2,484 － －

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  

１株当たり純資産額 1,123.72円

１株当たり当期純利益金額 22.95円

１株当たり純資産額 1,113.61円

１株当たり当期純利益金額 3.79円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

  
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当期純利益（千円） 144,670 23,874 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益又は普通株式に
係る当期純損失（△）（千円） 

144,670 23,874 

期中平均株式数（株） 6,302,786 6,302,783 



⑤【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

  

  

投資有価証
券 

その他有
価証券 

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額 
（千円） 

㈱みずほフィナンシャルグループ
（優先株式） 

300 300,000 

福島工業㈱ 62,947 100,022 

日本マクドナルドホールディングス㈱ 23,070.811 42,704 

マクドナルドコーポレーション 6,259 25,261 

住友信託銀行㈱ 20,000 27,240 

明治乳業㈱ 12,004.938 8,259 

㈱テンコーポレーション 10 5,375 

その他２銘柄 5,500 1,470 

計 130,091.749 510,332 



【有形固定資産等明細表】 

  

資産の種類 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額
（千円） 

当期末残高
（千円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 
(千円) 

当期償却額 
（千円） 

差引当期末残
高 
（千円） 

有形固定資産   

建物 1,807,811 5,875 8,683 1,805,003 1,185,849 41,741 619,154

構築物 140,740 － － 140,740 118,656 3,298 22,084

機械装置 677,667 445 120 677,992 573,533 17,486 104,459

車両運搬具 33,894 － 1,980 31,914 29,294 913 2,620

工具器具備品 341,817 22,883 13,131 351,569 277,014 16,314 74,554

土地 2,363,610 － － 2,363,610 － － 2,363,610

計 5,365,542 29,203 23,914 5,370,832 2,184,348 79,753 3,186,483

無形固定資産   

特許権 4,357 2,165 － 6,523 2,653 656 3,869

実用新案権 4,368 163 － 4,531 4,210 105 320

ソフトウェア 83,485 4,206 － 87,692 75,702 4,423 11,989

電話加入権 10,300 － － 10,300 － － 10,300

計 102,511 6,535 － 109,046 82,566 5,185 26,479

長期前払費用 7,677 782 1,200 7,259 6,412 644 847

繰延資産   

───── － － － － － － －

計 － － － － － － －



【社債明細表】 

 （注）１．（ ）内書は、１年以内の償還予定額であります。 

２．決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。 

  

【借入金等明細表】 

 （注）１．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は下記のとおりであります。 

  

銘柄 発行年月日 
前期末残高
（千円） 

当期末残高
（千円） 

利率
（％）

担保 償還期限 

第３回無担保社債 平成14年９月30日 
150,000
(60,000) 

90,000
(60,000) 

0.8 なし 平成19年９月28日

合計 －
150,000
(60,000) 

90,000
(60,000) 

－ － － 

  
１年以内 
（千円） 

１年超２年以内 
（千円） 

２年超３年以内
（千円） 

３年超４年以内
（千円） 

４年超５年以内 
（千円） 

  60,000 30,000 － － － 

区分 
前期末残高
（千円） 

当期末残高
（千円） 

平均利率
（％） 

返済期限 

短期借入金 400,000 500,000 0.54 － 

１年以内に返済予定の長期借入金 232,800 635,000 1.94 － 

長期借入金（１年以内に返済予定のもの
を除く。） 

935,000 300,000 2.29 平成20年 

その他の有利子負債 － － － － 

合計 1,567,800 1,435,000 － － 

    
１年超２年以内 
（千円） 

２年超３年以内
（千円） 

３年超４年以内
（千円） 

４年超５年以内 
（千円） 

  長期借入金 － 300,000 － － 



【資本金等明細表】 

 （注） 当期末における自己株式数は、3,220 株であります。 

  

【引当金明細表】 

 （注） 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額16,932千円及び引当債権の回収による取

崩額13,055千円であります。 

  

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

資本金（千円） 1,445,600 － － 1,445,600

資本金のうち
既発行株式 

普通株式（注） （株） （6,306,000) (－) (－) （6,306,000)

普通株式 （千円） 1,445,600 － － 1,445,600

計 （株） （6,306,000) (－) (－) （6,306,000)

計 （千円） 1,445,600 － － 1,445,600

資本準備金及
びその他資本
剰余金 

（資本準備金） 
株式払込剰余金 

  
（千円） 

1,537,125 － － 1,537,125

計 （千円） 1,537,125 － － 1,537,125

利益準備金及
び任意積立金 

（利益準備金） （千円） 86,779 － － 86,779

（任意積立金） 
別途積立金 

  
（千円） 

4,280,000 － － 4,280,000

計 （千円） 4,366,779 － － 4,366,779

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額
（千円） 

当期減少額
（目的使用） 
（千円） 

当期減少額
（その他） 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

貸倒引当金 85,874 18,814 39,859 29,987 34,842

賞与引当金 219,230 219,981 219,230 － 219,981

役員退職慰労金引当金 290,811 18,107 99,103 － 209,815



(2）【主な資産及び負債の内容】 

① 資産の部 

１）現金及び預金 

  

２）受取手形 

(イ）相手先別内訳 

  

(ロ）期日別内訳 

区分 金額（千円）

現金 40,580 

預金の種類 

当座預金 1,821,537 

普通預金 47,870 

別段預金 2,746 

小計 1,872,154 

合計 1,912,734 

相手先 金額（千円）

日本調理機㈱ 74,391 

協伸産業㈱ 50,609 

三機工業㈱ 43,910 

㈱中松 39,959 

ユアサ商事㈱ 29,399 

タニコー㈱ 他 361,596 

合計 559,866 

期日別 金額（千円）

平成18年４月 88,220 

５月 152,216 

６月 174,098 

７月 103,835 

８月 41,495 

合計 559,866 



３）売掛金 

(イ）相手先別内訳 

  

(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

 （注） 当期発生高には消費税等が含まれております。 

  

４）商品 

  

５）製品 

相手先 金額（千円）

甲賀市 360,021 

ウオクニ㈱ 279,378 

新潟調理機器㈱ 175,691 

日本マクドナルド㈱ 158,134 

タニコー㈱ 156,884 

丸天産業㈱ 他 3,712,776 

合計 4,842,887 

前期繰越高 
（千円） 

当期発生高 
（千円） 

当期回収高 
（千円） 

次期繰越高
（千円） 

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)
(C) 

───── 
(A) ＋ (B) 

× 100 

(A) ＋ (D) 
───── 
２ 

────── 
(B) 

───── 
365 

3,534,661 16,207,318 14,899,092 4,842,887 75.5 94.3 

区分 金額（千円）

什器備品 210,431 

調理機器 118,785 

ステンレス機器 12,287 

その他 130,585 

合計 472,090 

区分 金額（千円）

洗浄・消毒機器 55,731 

調理機器 29,651 

その他 17,877 

合計 103,260 



６）原材料 

  

７）仕掛品 

  

８）貯蔵品 

  

② 負債の部 

１）支払手形 

(イ）相手先別内訳 

区分 金額（千円）

ステンレス鋼板材 35,065 

モーター 14,531 

ポンプ 9,937 

ブロワー 5,632 

熱交換器 1,181 

その他 194,634 

合計 260,982 

区分 金額（千円）

洗浄・消毒機器 107,857 

調理機器 74,359 

その他 79,417 

合計 261,634 

区分 金額（千円）

消耗品 14,415 

合計 14,415 

相手先 金額（千円）

㈱コメットカトウ 148,927 

桐山工業㈱ 93,522 

㈱三浦プロテック 75,919 

㈱マルゼン 74,656 

大商工業㈱ 55,503 

交洋貿易㈱ 他 270,287 

合計 718,816 



(ロ）期日別内訳 

  

２）買掛金 

  

３）退職給付引当金 

  

(3）【その他】 

 該当事項はありません。 

  

  

期日別 金額（千円）

平成18年４月 195,582 

５月 58,846 

６月 116,720 

７月 96,280 

８月 251,385 

合計 718,816 

相手先 金額（千円）

椿本興業㈱ 168,372 

㈱アイホー 115,271 

松下電工㈱ 95,301 

三信化工㈱ 84,576 

福島工業㈱ 62,360 

永晃産業㈱ 他 1,676,662 

合計 2,202,544 

相手先 金額（千円）

退職給付債務 1,710,256 

未確認数理計算上の差異 △776,540 

年金資産 △242,337 

合計 691,378 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

  

  

決算期 ３月３１日 

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月３１日 

株券の種類 10,000株券、1,000株券、100株券及び100株未満の株数を表示した株券 

中間配当基準日 ９月３０日 

１単元の株式数 100株 

株式の名義書換え  

取扱場所 
大阪市中央区北浜四丁目５番33号
 住友信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 
大阪市中央区北浜四丁目５番33号
 住友信託銀行株式会社 

取次所 住友信託銀行株式会社 全国各支店

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

単元未満株式の買取り  

取扱場所 
大阪市中央区北浜四丁目５番33号
 住友信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 
大阪市中央区北浜四丁目５番33号
 住友信託銀行株式会社 

取次所 住友信託銀行株式会社 全国各支店

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として、別途定める金額 

公告掲載方法 日本経済新聞

株主に対する特典 該当事項はありません。



第７【提出会社の参考情報】 

  

１【提出会社の親会社等の情報】 

 当社は、親会社等はありません。 

  

２【その他の参考情報】 

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第49期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）平成17年６月30日近畿財務局長に提出。 

(2）有価証券報告書の訂正報告書 

 平成17年10月４日近畿財務局長に提出 

 事業年度（第49期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書であります。 

(3）有価証券報告書の訂正報告書 

 平成17年10月４日近畿財務局長に提出 

 事業年度（第48期）（自 平成15年４月１日 至 平成16年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書であります。 

(4）有価証券報告書の訂正報告書 

 平成17年10月28日近畿財務局長に提出 

 事業年度（第49期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書であります。 

(5）半期報告書 

 第50期中（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）平成17年12月16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。 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の監査報告書 

     

    平成17年６月29日

株式会社中西製作所       

取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員

  
  
公認会計士 神本 満男  印 

  
指定社員 

業務執行社員

  
  
公認会計士 寺澤  豊  印 

          

 当監査法人は、証券取引法第193 条の２の規定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

式会社中西製作所の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第49期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に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。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め

全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社中西製作所の平成17年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、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、その原本は当社が別途保管しており

ます。 



  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の監査報告書 

     

    平成18年６月29日

株式会社中西製作所       

取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員

  
  
公認会計士 寺澤  豊  印 

  
指定社員 

業務執行社員

  
  
公認会計士 高橋 嗣雄  印 

          

 当監査法人は、証券取引法第193 条の２の規定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

式会社中西製作所の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第50期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に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。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め

全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社中西製作所の平成18年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、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、その原本は当社が別途保管しており

ます。 
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