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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】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．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。 

２．第51期中間連結会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。 

３．潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、１株当たり中間純損失が計上されており、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

 

回次 第49期中 第50期中 第51期中 第49期 第50期 

会計期間 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成18年
４月１日 
至平成18年 
９月30日 

自平成16年
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
４月１日 
至平成18年 
３月31日 

売上高（千円） － － 7,237,733 － －

経常利益又は経常損失(△)（千円） － － △157,298 － －

中間（当期）純利益又は中間（当
期）純損失（△）（千円） 

－ － △135,281 － －

純資産額（千円） － － 6,815,694 － －

総資産額（千円） － － 11,632,609 － －

１株当たり純資産額（円） － － 1,081.38 － －

１株当たり中間（当期）純利益金額
又は中間（当期）純損失金額（△)
（円） 

－ － △21.46 － －

潜在株式調整後１株当たり中間（当
期）純利益金額（円） 

－ － － － －

自己資本比率（％） － － 58.6 － －

営業活動によるキャッシュ・フロー
（千円） 

－ － △397,678 － －

投資活動によるキャッシュ・フロー
（千円） 

－ － △84,433 － －

財務活動によるキャッシュ・フロー
（千円） 

－ － △268,735 － －

現金及び現金同等物の中間期末（期
末）残高（千円） 

－ － 1,257,888 － －

従業員数（人） － － 420 － －



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。 

２．第51期中間会計期間の持分法を適用した場合の投資利益、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッ

シュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の中間期末残高については、中間連結財務

諸表を作成しているため記載しておりません。 

３．第50期までの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株当たり中間（当期）純利益金額については、第49期中、第49期及び第50期は潜在株式が存在しない

ため、第50期中及び第51期中は１株当たり中間純損失が計上されており、また、潜在株式が存在しないため記載してお

りません。 

 

回次 第49期中 第50期中 第51期中 第49期 第50期 

会計期間 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成18年
４月１日 
至平成18年 
９月30日 

自平成16年
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
４月１日 
至平成18年 
３月31日 

売上高（千円） 7,631,687 6,657,468 6,992,572 16,333,314 15,435,546

経常利益又は経常損失(△)（千円） 72,855 △178,372 △146,482 310,228 62,657

中間（当期）純利益又は中間（当
期）純損失（△）（千円） 

35,107 △93,813 △124,222 144,670 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） 6,957,766 6,915,031 6,826,753 7,082,576 7,018,834

総資産額（千円） 11,858,992 10,827,638 11,609,535 12,587,686 12,892,802

１株当たり純資産額（円） 1,103.92 1,097.14 1,083.13 1,123.72 1,113.61

１株当たり中間（当期）純利益金額
又は中間（当期）純損失金額（△)
（円） 

5.57 △14.88 △19.71 22.95 3.79

潜在株式調整後１株当たり中間（当
期）純利益金額（円） 

－ － － － －

１株当たり配当額（円） － － － 10.00 10.00

自己資本比率（％） 58.67 63.86 58.80 56.27 54.43

営業活動によるキャッシュ・フロー
（千円） 

990,093 △299,820 － 1,796,535 △459,407

投資活動によるキャッシュ・フロー
（千円） 

172,015 115,657 － 173,548 23,590

財務活動によるキャッシュ・フロー
（千円） 

△1,031,089 △500,364 － △926,944 △255,909

現金及び現金同等物の中間期末（期
末）残高（千円） 

1,692,342 1,919,934 － 2,604,461 1,912,734

従業員数（人） 428 415 413 414 407



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

 なお、海外の厨房機器の輸入販売の強化および外食産業向けの販売強化を目的として子会社「厨」を平成１８年４月３日に設

立しております。 

  

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となっております。 

  

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）当社グループは、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。 

  

(2）提出会社の状況 

 （注）従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。 

  

(3）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。 

  

  

名称 住所 
資本金 
（千円） 

主要な事業の内容
議決権の所有割合

（％） 
関係内容 

(連結子会社） 
  
㈱厨 

東京都新宿区 96,000 厨房機器輸入販売 100

厨房機器の相互供
給 
役員の兼務３名 
資金援助あり。 

  平成18年９月30日現在

従業員数（人） 420 

  平成18年９月30日現在

従業員数（人） 413 



第２【事業の状況】 
  

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当中間期のわが国経済は、企業業績の回復による民間設備投資が好調に推移したことに加え、雇用情勢の改善による個人消

費の持ち直し等により引き続き回復基調をたどりました。 

 このような経済情勢のもと、当社の属します業務用厨房機器業界におきましては、原材料価格の上昇等により製品・商品の

コストダウンが難しいなか、より高度なコストパフォーマンスを求められる顧客への対応と同業他社との激しい競争に追われ

厳しい経営環境となりました。 

 このような状況のもとで、当社におきましては、公共部門は学校や病院向けが若干の回復し、また、民間部門の外食産業向

けにおいても持ち直しが見られるなか、今年４月に設立した子会社の受注活動も順調に推移しました。 

 その結果、当中間連結会計期間の売上高は72億37百万円となりましたが、利益率は悪化し、経常損益は１億57百万円の損

失、中間純損益は１億35百万円の損失となりました。 

 なお、当中間連結会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、前年同期との比較分析は行っておりません。 

  

(2）キャッシュ・フロー 

 当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、期首残高に比し７億50百万円減少し、12

億57百万円となりました。 

 また、当中間連結会計期間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３億97百万円となりました。 

 これは主に売上債権の減少額が12億48百万円となったものの、税金等調整前中間純損失が１億63百万円計上され、仕入債務

の減少額が８億76百万円、たな卸資産の増加額が６億71百万円となったことなどによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は84百万円となりました。 

 これは主に当期に設立した子会社の設備投資等による有形固定資産の取得による支出が27百万円、のれんの譲受等による無

形固定資産の取得による支出が44百万円となったことなど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２億68百万円となりました。 

 これは主に長期借入れによる収入が７億円あったものの、短期借入金の返済による支出が３億91百万円、長期借入金の返済

による支出が５億85百万円あったことなどによるものであります。 

 なお、当中間連結会計期間より中間連結キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、前年同期との比較分析は行ってお

りません。 

  

 



２【生産、受注及び販売の状況】 

 当社グループは、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。 

 なお、当中間連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、前年同期との比較分析は行っておりません。 

(1）生産実績 

 製品の生産実績につきましては、当中間連結会計期間の製造原価実績は4,008,826千円となりました。なお、金額に消費税等

は含まれておりません。 

  

(2）商品仕入実績 

 商品仕入実績につきましては、当中間連結会計期間の仕入金額の総額は4,160,577千円となりました。なお、金額に消費税等

は含まれておりません。 

  

(3）受注及び販売の実績 

 当中間連結会計期間の受注並びに販売の実績につきましては、参考のため、品目別の受注高、受注残高及び販売金額を記載

しております。 

  

品目別受注実績 

 （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。 

  

品目別販売実績 

 （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。 

 

  受注高（千円）
受注残高
（千円） 

  

洗浄機・消毒機器 1,482,835 882,908   

調理機器 2,848,215 909,320   

その他 3,472,312 718,881   

合計 7,803,362 2,511,110   

  販売高（千円）   

洗浄機・消毒機器 1,213,495

調理機器 2,597,787

その他 3,426,450

合計 7,237,733



３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において当社グループ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】 

 当中間連結会計期間において新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

  

５【研究開発活動】 

 当社は厨房機器の総合メーカーとして、最近の「食の安全・安心」が注目されている時代背景などから、多様化するニーズに

応えるべく、単品製品やシステム機器の研究開発に取り組んでおります。 

 このような中、当中間連結会計期間は、省エネ化によるランニングコストの低減を図った「新型ＮＡＷコンテナー洗浄機（連

続式）」を開発いたしました。作業環境についても放熱および騒音の低減が図られております。 

 また、当中間連結会計期間における研究開発費の総額は35百万円となっております。 

  

  



第３【設備の状況】 
  

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間は、重要な設備の異動はありません。 

  

２【設備の新設、除却等の計画】 

 記載すべき事項はありません。 

  

  



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】 

 記載すべき事項はありません。 

  

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 17,000,000 

計 17,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成18年９月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成18年12月19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18年４月１日 
～ 

平成18年９月30日 
－ 6,306,000 － 1,445,600 － 1,537,125



(4）【大株主の状況】 

  

(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

  

②【自己株式等】 

 

   平成18年９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（％） 

中西 昭夫 大阪市阿倍野区 735 11.66 

中西 忠 大阪市東住吉区 716 11.36 

中西製作所取引先持株会 大阪市生野区巽南5-4-14 568 9.01 

中西製作所従業員持株会 大阪市生野区巽南5-4-14 447 7.09 

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町1-1-5 301 4.77 

エスジーエスエス／エスジー
ビーティールクス 
（常任代理人 香港上海銀行
東京支店） 

SOCIETE GENERAL 29 BOULEVARD HAUSSMANN 
PARIS-FRANCE 
（東京都中央区日本橋3-11-1） 

182 2.89 

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 2.60 

三本 和子 兵庫県宝塚市 150 2.38 

長船 陽子 大阪府羽曳野市 135 2.14 

濱口 利子 奈良県香芝市 133 2.11 

計 － 3,532 56.02 

  平成18年９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      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９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 

（％） 

株式会社中西製作所 
大阪市生野区巽南5-
4-14 

3,200 － 3,200 0.05 

計 － 3,200 － 3,200 0.05 



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、株式会社大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。 

  

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。 

 

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 628 631 630 626 619 587 

最低（円） 592 590 600 581 583 501 



第５【経理の状況】 
  

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第24号。以

下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

  

(2）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。 

 なお、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当中間

会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

(3）当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、中間連結財務諸表の作成初年度であるため、以下

に掲げる中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書については、前中間連結会計期間

との対比は行っておりません。 

  

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、当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間

連結財務諸表並びに前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）及び当中間会計期間（平成18年４月１日か

ら平成18年９月30日まで）の中間財務諸表について、新日本監査法人により中間監査を受けております。 

  

  



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

 

    
当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日） 

  

区分 
注記 
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

    

（資産の部）      

Ⅰ 流動資産      

１．現金及び預金   1,257,888    

２．受取手形及び売掛金 ※3 4,160,810    

３．たな卸資産   1,783,453    

４．繰延税金資産   175,499    

５．その他   43,236    

貸倒引当金   △14,190    

流動資産合計   7,406,697 63.7    

Ⅱ 固定資産      

１．有形固定資産      

(1）建物及び構築物 ※1,2 635,643    

(2）機械装置及び運搬具 ※1 99,375    

(3）土地 ※2 2,363,610    

(4）その他 ※1 69,098 3,167,729    

２．無形固定資産   64,319    

３．投資その他の資産      

(1）投資有価証券   504,379    

(2）繰延税金資産   343,515    

(3）その他   168,233    

貸倒引当金   △22,265 993,863    

固定資産合計   4,225,912 36.3    

資産合計   11,632,609 100.0    

       



  

  

    
当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日） 

  

区分 
注記 
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

    

（負債の部）      

Ⅰ 流動負債      

１．支払手形及び買掛金   2,044,911    

２．短期借入金 ※2 209,000    

３．一年以内返済予定長期借入金 ※2 116,600    

４．一年以内償還予定社債   60,000    

５．未払法人税等   28,161    

６．賞与引当金   230,964    

７．その他   281,933    

流動負債合計   2,971,570 25.5    

Ⅱ 固定負債      

１．長期借入金 ※2 933,400    

２．退職給付引当金   693,567    

３．役員退職慰労引当金   218,376    

固定負債合計   1,845,344 15.9    

負債合計   4,816,914 41.4    

       

（純資産の部）      

Ⅰ 株主資本      

１．資本金   1,445,600 12.4    

２．資本剰余金   1,537,125 13.2    

３．利益剰余金   4,287,524 36.9    

４．自己株式   △2,323 △0.0    

株主資本合計   7,267,925 62.5    

Ⅱ 評価・換算差額等      

１．その他有価証券評価差額金   53,814 0.5    

２．土地再評価差額金   △506,045 △4.4    

評価・換算額等合計   △452,230 △3.9    

純資産合計   6,815,694 58.6    

負債純資産合計   11,632,609 100.0    

       



②【中間連結損益計算書】 

  

  

    
当中間連結会計期間

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

  

区分 
注記 
番号 

金額（千円）
百分比
（％） 

    

Ⅰ 売上高   7,237,733 100.0    

Ⅱ 売上原価   5,585,921 77.2    

売上総利益   1,651,811 22.8    

Ⅲ 販売費及び一般管理費      

１．給与手当   748,325    

２．賞与引手金繰入額   165,822    

３．退職給付費用   59,056    

４．役員退職慰労引当金繰入額   8,561    

５．貸倒引当金繰入額   4,324    

６．その他   871,498 1,857,588 25.7    

営業損失   205,777 2.8    

Ⅳ 営業外収益      

１．受取配当金   7,446    

２．仕入割引   42,645    

３．その他   13,017 63,108 0.9    

Ⅴ 営業外費用      

１．支払利息   10,826    

２．開業費   3,148    

３．その他   655 14,629 0.2    

経常損失   157,298 2.2    

Ⅵ 特別損失      

１．固定資産除却損 ※1 6,250    

２．その他   270 6,521 0.1    

税金等調整前中間純損失   163,819 2.3    

法人税、住民税及び事業税   20,389    

法人税等調整額   △48,927 △28,538 △0.4    

中間純損失   135,281 1.9    

       



③【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

  

 （注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

  
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 
（千円） 

1,445,600 1,537,125 4,485,833 △2,323 7,466,234

中間連結会計期間中の変動額   

剰余金の配当（千円）（注）  △63,027  △63,027

中間純損失（千円）  △135,281  △135,281

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 
（千円） 

  

中間連結会計期間中の変動額合計 
（千円） 

－ － △198,309 － △198,309

平成18年９月30日 残高 
（千円） 

1,445,600 1,537,125 4,287,524 △2,323 7,267,925

  

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金 

土地再評価差額金
評価・換算差額等
合計 

平成18年３月31日 残高 
（千円） 

58,644 △506,045 △447,400 7,018,834 

中間連結会計期間中の変動額    

剰余金の配当（千円）（注）  △63,027 

中間純損失（千円）  △135,281 

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 
（千円） 

△4,829 △4,829 △4,829 

中間連結会計期間中の変動額合計 
（千円） 

△4,829 － △4,829 △203,139 

平成18年９月30日 残高 
（千円） 

53,814 △506,045 △452,230 6,815,694 



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

※前中間会計期間及び前事業年度における「中間キャッシュ・フロー計算書」及び「キャッシュ・フロー計算書」について

は、中間財務諸表に記載しております。 

 

  
当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

  

区分 
注記
番号 

金額（千円）   

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純損失 △163,819   

減価償却費 44,697   

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,612   

賞与引当金の増減額（△は減少） 10,983   

退職給付・役員退職慰労引当金の増減額 
（△は減少） 

10,749   

受取利息及び受取配当金 △7,458   

支払利息 10,826   

投資有価証券売却損 270   

売上債権の増減額（△は増加） 1,248,003   

たな卸資産の増減額（△は増加） △671,069   

仕入債務の増減額（△は減少） △876,449   

未払金の増減額（△は減少） 52,240   

その他 13,007   

小計 △326,404   

利息及び配当金の受取額 7,458   

利息の支払額 △13,678   

法人税等の支払額 △65,052   

営業活動によるキャッシュ・フロー △397,678   



  

  

  次へ 

  
当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

  

区分 
注記
番号 

金額（千円）   

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △27,455   

無形固定資産の取得による支出 △44,665   

投資有価証券の取得による支出 △3,713   

投資有価証券の売却による収入 1,236   

その他投資の増加による支出 △10,759   

その他投資の減少による収入 924   

投資活動によるキャッシュ・フロー △84,433   

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 100,000   

短期借入金の返済による支出 △391,000   

長期借入れによる収入 700,000   

長期借入金の返済による支出 △585,000   

社債の償還による支出 △30,000   

配当金の支払額 △62,735   

財務活動によるキャッシュ・フロー △268,735   

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △750,846   

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 2,008,734   

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 1,257,888   

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
当中間連結会計期間

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

  

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数 １社 

連結子会社の名称  ㈱厨 

 なお、同社については、当連結会計年度

にて新たに設立したため、連結の範囲に含

めております。 

 また、非連結子会社はありません。 

  

２．持分法の適用に関する事項  非連結子会社及び関連子会社はありませ

んので、該当事項はありません。 

  

３．連結子会社の中間決算日等に

関する事項 

 連結子会社の中間期の末日は、中間連結

決算日と一致しております。 

  

４．会計処理基準に関する事項 （イ）重要な資産の評価基準及び評価方法   

  ① 有価証券   

その他有価証券   

  時価のあるもの   

   中間連結決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部純資産

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   

  ② たな卸資産   

  商品・原材料・仕掛品（標準部品）   

   総平均法による原価法   

  製品・仕掛品（その他）   

   個別法による原価法   

  （ロ）重要な減価償却資産の減価償却の方

法 

  

  ① 有形固定資産   

 定率法を採用しております。 

 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、定額法によっております。 

 なお、主な耐用年数は、以下のとお

りであります。 

建物及び構築物      3～50年 

機械装置及び運搬具    2～17年 

  

  ② 無形固定資産   

   定額法を採用しております。 

 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）に基づいております。 

  



  

  

  次へ 

項目 
当中間連結会計期間

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

  

  （ハ）重要な引当金の計上基準   

  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。 

  

  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中間連結会

計期間の負担額を計上しております。 

  

  ③ 退職給付引当金   

   従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計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

間連結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おりま

す。 

 数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残存

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

れ発生の翌連結会計年度から費用処理

することとしております。 

  

  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

づく中間期末要支給額の100%を計上し

ております。 

  

  （ニ）重要な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。 

  

  （ホ）その他中間連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

  

   消費税等の会計処理   

   消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。 

  

５．中間連結キャッシュ・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

預入期間が３ヶ月以内の定期預金からなっ

ております。 

  



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

  

（中間連結損益計算書関係） 

  

 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、2,216,298千

円であります。 

  

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

  

  
建物及び構築物 439,188千円 

土地 1,810,706千円 

 計 2,249,895千円 

担保付債務は、次のとおりであります。   
  

短期借入金 149,000千円 

一年以内返済予定長期借入金 116,600千円 

長期借入金 933,400千円 

 計 1,199,000千円 

※３ 中間連結会計期間末日満期手形   

中間連結会計期間末日満期手形の会計処理につい

ては、手形交換日をもって決済処理をしておりま

す。なお、当中間連結会計期間の末日が金融機関の

休日であったため、次の中間連結会計期間末日満期

手形が中間連結会計期間末残高に含まれておりま

す。 

  

  
受取手形 50,651千円 

 ４ 裏書手形譲渡高は、12,776千円であります。   

当中間連結会計期間 
（平成18年９月30日） 

※１ 固定資産除却損の内訳   
  

機械装置及び運搬具 141千円 

有形固定資産のその他 6,109千円 

 計 6,250千円 



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

配当に関する事項 

配当金支払額 

  

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

※前中間会計期間及び前事業年度における「中間キャッシュ・フロー計算書関係」及び「キャッシュ・フロー計算書関係」に

ついては、中間財務諸表における注記事項として記載しております。 

  

  

  次へ 

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当中間連結会計期
間増加株式数 

（株） 

当中間連結会計期
間減少株式数 

（株） 

当中間連結会計期
間末株式数 

（株） 

発行済株式 

普通株式 6,306,000 － － 6,306,000 

合計 6,306,000 － － 6,306,000 

自己株式 

普通株式 3,220 － － 3,220 

合計 3,220 － － 3,220 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 
定時株主総会 

普通株式 63,027 10.00 平成18年３月31日 平成18年６月30日

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係 

  

（平成18年９月30日現在）  

（千円）  
  
現金及び預金勘定 1,257,888

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 1,257,888



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30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 

  

(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 

  

  

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

中間期末
残高相当
額 
（千円） 

機械装置及び
運搬具 

67,274 40,376 26,898

有形固定資産
のその他 

185,885 79,319 106,565

無形固定資産 205,202 61,103 144,099

合計 458,362 180,799 277,563

(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   
  

１年内 85,825千円

１年超 212,285 

合計 298,111 

(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 47,831千円

減価償却費相当額 42,269千円

支払利息相当額 2,871千円

(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。 

  

(5）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。 

  

（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） 

※前中間会計期間末及び前事業年度末における「有価証券関係」については、中間財務諸表における注記事項として記載して

おります。 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない主な有価証券 

  

（デリバティブ取引関係） 

※前中間会計期間及び前事業年度における「デリバティブ取引関係」については、中間財務諸表における注記事項として記載

しております。 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 当社及び連結子会社は、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。 

  

（ストックオプション等関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 該当事項はありません。 

  

  

  取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

株式 113,226 204,129 90,903 

その他 － － － 

合計 113,226 204,129 90,903 

  中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

優先株式 300,000 

非上場株式 250 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 当社及び連結子会社の事業は業務用厨房機器の製造・販売及び保守修理であり、単一の事業区分のため該当事項はあり

ません。 

  

【所在地別セグメント情報】 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間純損失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） 

  

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

１株当たり純資産額 

1,081.38円

１株当たり中間純損失金額 

21.46円

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額

については、１株当たり中間純損失が計上されてお

り、また、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。 

  

  
当中間連結会計期間

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

  

中間純損失（千円） 135,281  

普通株主に帰属しない金額（千円） －  

普通株式に係る中間純損失（千円） 135,281  

期中平均株式数（千株） 6,302  

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

 平成18年11月20日付でさいたま地方裁判所に、当社

の取引先であった破産会社日興調理機㈱の破産管財人

から否認権行使の訴えが提起されております。 

 これは、当社が同社より回収した売掛債権について

否認権行使に基づきその受領金66,726千円及び遅延損

害金の支払を求めるものであります。 

 当社としては当社の正当性を主張し争う方針であり

ます。 

 なお、本訴訟の結果を現時点で判断することは困難

であります。 

  



２【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17年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成18年９月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表
(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
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）       

Ⅰ 流動資産       

１ 現金及び預金   1,919,934  1,236,718 1,912,734  

２ 受取手形 ※４ 716,527  627,942 559,866  

３ 売掛金   2,414,281  3,481,610 4,842,887  

４ たな卸資産   1,299,444  1,705,926 1,112,383  

５ 関係会社短期貸付
金 

  -  90,000 -  

６ 繰延税金資産   227,137  175,667 133,679  

７ その他 ※３ 44,506  39,173 62,182  

貸倒引当金   △12,532  △14,278 △18,459  

流動資産合計    6,609,298 61.0 7,342,760 63.2  8,605,274 66.7

Ⅱ 固定資産       

１ 有形固定資産 ※１     

(1) 建物 ※２ 638,584  600,755 619,154  

(2) 土地 ※２ 2,363,610  2,363,610 2,363,610  

(3) その他   212,718  186,976 203,718  

有形固定資産合計   3,214,913  3,151,342 3,186,483  

２ 無形固定資産   23,736  30,033 26,479  

３ 投資その他の資産       

(1) 投資有価証券   533,483  504,379 510,332  

(2) 関係会社株式   -  96,000 96,000  

(3) 繰延税金資産   313,548  343,515 333,079  

(4) その他   153,518  163,768 151,534  

貸倒引当金   △20,861  △22,265 △16,383  

投資その他の資産
合計 

  979,689  1,085,398 1,074,563  

固定資産合計    4,218,339 39.0 4,266,775 36.8  4,287,527 33.3

資産合計    10,827,638 100.0 11,609,535 100.0  12,892,802 100.0

        



 

    
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成18年９月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表
(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
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）       

Ⅰ 流動負債       

１ 支払手形   550,000  564,843 718,816  

２ 買掛金   728,584  1,454,604 2,202,544  

３ 短期借入金 ※２ 109,000  209,000 500,000  

４ 一年以内返済予定
長期借入金 

※２ 701,500  116,600 635,000  

５ 一年以内償還予定
社債 

  60,000  60,000 60,000  

６ 未払法人税等   27,525  28,086 73,315  

７ 賞与引当金   228,229  226,525 219,981  

８ その他 ※３ 202,565  278,092 233,115  

流動負債合計    2,607,405 24.1 2,937,752 25.3  4,642,774 36.0

Ⅱ 固定負債       

１ 社債   60,000  － 30,000  

２ 長期借入金 ※２ 350,000  933,400 300,000  

３ 退職給付引当金   693,946  693,253 691,378  

４ 役員退職慰労金引
当金 

  201,254  218,376 209,815  

固定負債合計    1,305,200 12.1 1,845,029 15.9  1,231,194 9.5

負債合計    3,912,606 36.1 4,782,781 41.2  5,873,968 45.6

        



  

  

    
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成18年９月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表
(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
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資本の部）       

Ⅰ 資本金    1,445,600 13.4 － －  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 14.2 － －  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   4,280,000  － 4,280,000  

３ 中間(当期)未処分
利益 

  1,366  － 119,054  

利益剰余金合計    4,368,145 40.3 － －  4,485,833 34.8

Ⅳ 土地再評価差額金    △506,045 △4.7 － －  △506,045 △3.9

Ⅴ その他有価証券評価
差額金 

   72,526 0.7 － －  58,644 0.5

Ⅵ 自己株式    △2,320 △0.0 － －  △2,323 △0.0

資本合計    6,915,031 63.9 － －  7,018,834 54.4

負債・資本合計    10,827,638 100.0 － －  12,892,802 100.0

（純資産の部）       

Ⅰ 株主資本       

１ 資本金    － － 1,445,600 12.5  － －

２ 資本剰余金       

(1）資本準備金   －  1,537,125 －  

資本剰余金合計    － － 1,537,125 13.2  － －

３ 利益剰余金       

(1）利益準備金   －  86,779 －  

(2）その他利益剰余
金 

      

別途積立金   －  4,280,000 －  

繰越利益剰余金   －  △68,195 －  

利益剰余金合計    － － 4,298,583 37.0  － －

４ 自己株式    － － △2,323 △0.0  － －

株主資本合計    － － 7,278,984 62.7  － －

Ⅱ 評価・換算差額等       

１ その他有価証券評
価差額金 

   － － 53,814 0.5  － －

２ 土地再評価差額金    － － △506,045 △4.4  － －

評価・換算差額等合
計 

   － － △452,230 △3.9  － －

純資産合計    － － 6,826,753 58.8  － －

負債純資産合計    － － 11,609,535 100.0  － －

        



②【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書
（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
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高    6,657,468 100.0 6,992,572 100.0  15,435,546 100.0

Ⅱ 売上原価    5,098,534 76.6 5,397,958 77.2  11,880,324 77.0

売上総利益    1,558,934 23.4 1,594,613 22.8  3,555,222 23.0

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

   1,781,108 26.8 1,792,924 25.6  3,566,084 23.1

営業損失    222,173 3.3 198,311 2.8  10,862 0.1

Ⅳ 営業外収益 ※１  60,998 0.9 63,284 0.9  105,531 0.7

Ⅴ 営業外費用 ※２  17,197 0.3 11,456 0.2  32,011 0.2

経常利益又は経常
損失(△) 

   △178,372 △2.7 △146,482 △2.1  62,657 0.4

Ⅵ 特別利益 ※３  77,207 1.2 － －  101,702 0.7

Ⅶ 特別損失 ※４  3,136 0.0 6,521 0.1  2,377 0.0

税引前当期純利益
又は税引前中間純
損失(△) 

   △104,301 △1.6 △153,004 △2.2  161,982 1.0

法人税、住民税及
び事業税 

  19,549  20,314 84,649  

法人税等調整額   △30,036 △10,487 △0.2 △49,095 △28,781 △0.4 53,457 138,107 0.9

当期純利益又は中
間純損失(△) 

   △93,813 △1.4 △124,222 △1.8  23,874 0.2

前期繰越利益    95,179 －  95,179 

中間(当期)未処分
利益 

   1,366 －  119,054 

        



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

  

 （注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

  

株主資本

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 
株主資本合
計 

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計 

別途積立金
繰越利益剰
余金 

平成18年３月31日 残高 
（千円） 

1,445,600 1,537,125 86,779 4,280,000 119,054 4,485,833 △2,323 7,466,234

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当（千円）
（注） 

  △63,027 △63,027  △63,027

中間純損失（千円）   △124,222 △124,222  △124,222

株主資本以外の項目の中
間会計期間中の変動額
（純額）（千円） 

   

中間会計期間中の変動額合
計（千円） 

－ － － － △187,250 △187,250 － △187,250

平成18年９月30日 残高 
（千円） 

1,445,600 1,537,125 86,779 4,280,000 △68,195 4,298,583 △2,323 7,278,984

  

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金 

土地再評価差額
金 

評価・換算差額
等合計 

平成18年３月31日 残高 
（千円） 

58,644 △506,045 △447,400 7,018,834

中間会計期間中の変動額  

剰余金の配当（千円）
（注） 

 △63,027

中間純損失（千円）  △124,222

株主資本以外の項目の中
間会計期間中の変動額
（純額）（千円） 

△4,829  △4,829 △4,829

中間会計期間中の変動額合
計（千円） 

△4,829 － △4,829 △192,080

平成18年９月30日 残高 
（千円） 

53,814 △506,045 △452,230 6,826,753



④【中間キャッシュ・フロー計算書】 

 当中間連結会計期間については、連結財務諸表に記載しております。 

 

    

前中間会計期間
  
  

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー 

計算書 
  

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

(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    

税引前当期純利益又は税引前中間純損失
(△) 

△104,301 161,982   

減価償却費 41,963 85,582   

貸倒引当金の増減額（△は減少） △52,480 △51,031   

賞与引当金の増減額（△は減少） 8,999 750   

退職給付・役員退職慰労金引当金の増減額
（△は減少） 

△130,236 △124,243   

受取利息及び受取配当金 △8,322 △9,600   

投資有価証券売却損益（△は売却益） △39,319 △65,804   

匿名組合投資収益 △23,048 △23,048   

支払利息 12,447 23,433   

売上債権の増減額（△は増加） 1,078,664 △1,191,487   

たな卸資産の増減額（△は増加） △116,950 70,110   

仕入債務の増減額（△は減少） △889,185 763,862   

破産更生債権の増減額（△は増加） － 50,023   

その他 12,667 △39,655   

小計 △209,102 △349,123   

利息及び配当金の受取額 8,322 9,600   

利息の支払額 △12,135 △23,502   

法人税等の支払額 △86,904 △96,382   

営業活動によるキャッシュ・フロー △299,820 △459,407   



    

  

  次へ 

  

    

前中間会計期間 

  

  

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー 

計算書 

  

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

(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）   

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出 △12,895 △27,115   

無形固定資産の取得による支出 △927 △6,535   

投資有価証券の取得による支出 △3,626 △7,022   

投資有価証券の売却による収入 120,282 149,865   

関係会社株式の取得による支出 － △96,000   

匿名組合現金分配額 12,851 12,851   

その他投資の増加による支出 △4,910 △9,630   

その他投資の減少による収入 4,882 7,176   

投資活動によるキャッシュ・フロー 115,657 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） △291,000 100,000   

長期借入金の返済による支出 △116,300 △232,800   

社債の償還による支出 △30,000 △60,000   

配当金の支払額 △63,064 △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 △500,364 △255,909   

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額又は減少額 △684,527 △691,726   

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

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 ※ 1,919,934 1,912,734   

     



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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 

───── 子会社株式及び関連会社株式 ───── 

    移動平均法による原価法   

  その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

  ａ．時価のあるもの ａ．時価のあるもの ａ．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） 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定） 

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） 

  ｂ．時価のないもの ｂ．時価のないもの ｂ．時価のないもの 

  移動平均法による原価法 同左 同左 

  (2) たな卸資産 (2) たな卸資産 (2) たな卸資産 

  商品 商品・原材料・仕掛品（標準

部品） 

商品 

  総平均法による原価法 総平均法による原価法 総平均法による原価法 

  製品 製品・仕掛品（その他） 製品 

  個別法による原価法 個別法による原価法 個別法による原価法 

  原材料 貯蔵品 原材料 

  総平均法による原価法 最終仕入原価法 総平均法による原価法 

  仕掛品   仕掛品 

  ａ．一定の規格に基づいて生

産を行う標準部品 

  ａ．一定の規格に基づいて生

産を行う標準部品 

  総平均法による原価法   総平均法による原価法 

  ｂ．その他の仕掛品   ｂ．その他の仕掛品 

  個別法による原価法   個別法による原価法 

  貯蔵品   貯蔵品 

  最終仕入原価法   最終仕入原価法 

２．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 (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。 

 定率法を採用しております。 

 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

によっております。 

 なお、主な耐用年数は、以下

のとおりであります。 

建物         3～50年 

有形固定資産 その他 2～30年 

 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。 

  (2) 無形固定資産 (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。 

 定額法を採用しております。 

 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）に基づいて

おります。 

 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。 

  (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 

   法人税法に規定する方法と同

一の基準による定額法 



 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

３．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 (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 同左 

  (2) 賞与引当金 (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

当中間会計期間の負担額を計上

しております。 

同左  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。 

  (3) 退職給付引当金 (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、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。 

 数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

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  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。 

  (4）役員退職慰労金引当金 (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）に基づく中間期末要支

給額の100%を計上しておりま

す。 

同左  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。 

４．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 

５．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

預金及び預入期間が３ヶ月以内の

定期預金からなっております。 

─────  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。 

６．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 (1）消費税等の会計処理 (1）消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜

方式によっております。 

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 

  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（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） 

 当中間会計期間より、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。 

────── （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。 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成

17年12月９日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号 平成17年12月９日）を

適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は6,826,753 千円でありま

す。 

 なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

────── 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

  

 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成18年９月30日） 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

2,154,599千円 2,214,785千円 2,184,348千円 

※２ 担保資産 ※２ 担保資産 ※２ 担保資産 

(1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産 
  
建物 464,065千円

土地 1,810,706 

計 2,274,772 

 
建物 439,188千円

土地 1,810,706 

計 2,249,895 

建物 451,463千円

土地 1,810,706 

計 2,262,170 

(2）担保資産に対応する債務 (2）担保資産に対応する債務 (2）担保資産に対応する債務 
  
短期借入金 49,000千円

長期借入金 1,051,500 

（一年以内返済予定額を含む） 

計 1,100,500 

 
短期借入金 149,000千円

長期借入金 1,050,000 

（一年以内返済予定額を含む） 

計 1,199,000 

短期借入金 400,000千円 

長期借入金 935,000 

（一年以内返済予定額を含む） 

計 1,335,000 

※３ 消費税等の取扱い ※３ 消費税等の取扱い ※３   ────── 

仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺の上、金額的重要性が

乏しいため、流動負債の「その

他」に含めて表示しておりま

す。 

仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺の上、金額的重要性が

乏しいため、流動資産の「その

他」に含めて表示しておりま

す。 

  

※４   ────── ※４ 中間会計期間末日満期手形 ※４   ────── 

   中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換

日をもって決済処理をしており

ます。なお、当中間会計期間の

末日が金融機関の休日であった

ため、次の中間会計期間末日満

期手形が中間会計期間末残高に

含まれております。 

  

     
受取手形 50,651千円



（中間損益計算書関係） 

  

（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

※当中間連結会計期間における「中間連結キャッシュ・フロー計算書関係」については、中間連結財務諸表における注記事項

として記載しております。 

  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの 
  

仕入割引 39,244千円
 

仕入割引 42,514千円 仕入割引 71,420千円

※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの 
  

支払利息 11,847千円
 

支払利息 10,466千円 支払利息 22,353千円

※３ 特別利益のうち主要なもの ※３    ────── ※３ 特別利益のうち主要なもの 
  

  

匿名組合投資収
益 

23,048千円

投資有価証券売
却益 

39,319 

  
匿名組合投資収
益 

23,048千円

投資有価証券売
却益 

65,804 

貸倒引当金戻入
益 

12,850 

※４   ────── ※４ 特別損失のうち主要なもの ※４ 特別損失のうち主要なもの 
  
  

 
固定資産除却損 6,250千円 固定資産除却損 2,377千円

 ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額 
  

有形固定資産 39,172千円

無形固定資産 2,319 

  
有形固定資産 36,358千円

無形固定資産 3,016 

有形固定資産 79,753千円

無形固定資産 5,185 

  
前事業年度末株式
数（株） 

当中間会計期間増
加株式数（株） 

当中間会計期間減
少株式数（株） 

当中間会計期間末
株式数（株） 

普通株式 3,220 － － 3,220 

合計 3,220 － － 3,220 

前中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度
（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中間期末残高と中間貸借対照表

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９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

（千円） （千円）
  
現金及び預金勘定 1,919,934

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 1,919,934

現金及び預金勘定 1,912,734

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 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（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 

 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、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、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、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) 

中間期
末残高
相当額 
(千円) 

有形固定資産 
その他 

364,863 227,416 137,446

無形固定資産 146,383 61,609 84,774

合計 511,246 289,025 222,221

 

  

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

中間期
末残高
相当額 
(千円) 

有形固定資産 
その他 

253,159 119,695 133,463

無形固定資産 205,202 61,103 144,099

合計 458,362 180,799 277,563

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) 

有形固定資産
その他 

348,771 224,648 124,122 

無形固定資産 132,128 50,132 81,996 

合計 480,899 274,781 206,118 

(2）未経過リース料中間期末残高相

当額等 

(2）未経過リース料中間期末残高相

当額等 

(2）未経過リース料期末残高相当額

等 

未経過リース料中間期末残高相

当額 

未経過リース料中間期末残高相

当額 

未経過リース料期末残高相当額 

  
  

１年内 77,783千円

１年超 167,536 

合計 245,320 

 
１年内 85,825千円

１年超 212,285 

合計 298,111 

１年内 73,351千円

１年超 153,108 

合計 226,460 

(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 

(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 

(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 40,505千円

減価償却費相当額 36,468千円

支払利息相当額 1,934千円

 
支払リース料 47,831千円

減価償却費相当額 42,269千円

支払利息相当額 2,871千円

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 (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 同左 

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 (5）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 同左 

（減損損失について） （減損損失について） （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。 

同左 同左 



（有価証券関係） 

※当中間連結会計期間における「有価証券関係」（子会社及び関連会社株式で時価のあるものは除く。）については、中間連

結財務諸表における注記事項として記載しております。 

前中間会計期間末（平成17年９月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない主な有価証券 

  

当中間会計期間末（平成18年９月30日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

前事業年度末（平成18年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない主な有価証券 

  

（デリバティブ取引関係） 

※当中間連結会計期間における「デリバティブ取引関係」については、中間連結財務諸表における注記事項として記載してお

ります。 

前中間会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）及び前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年

３月31日） 

 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 

  取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

株式 110,722 233,233 122,511 

その他 － － － 

合計 110,722 233,233 122,511 

  中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

優先株式 300,000 

非上場株式 250 

  取得原価（千円）
貸借対照表計上額
（千円） 

差額（千円） 

株式 111,020 210,082 99,061 

その他 － － － 

合計 111,020 210,082 99,061 

  貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

優先株式 300,000 

店頭売買株式を除く非上場株式 250 



（持分法損益等） 

※当中間会計期間における「持分法損益等」については、中間連結財務諸表を作成しているため、記載しておりません。 

前中間会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）及び前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年

３月31日） 

 当社は、関連会社はありませんので、持分法を適用した場合の持分法損益等に該当する事項はありません。 

  

（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益金額又は中間純損失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） 

  

  

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（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株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

1,097.14円 1,083.13円 1,113.61円 

１株当たり中間純損失金額 １株当たり中間純損失金額 １株当たり当期純利益金額 

14.88円 19.71円 3.79円 

 なお、潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額については、１

株当たり中間純損失が計上されて

おり、また、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

り中間純利益金額については、１

株当たり中間純損失が計上されて

おり、また、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。 

  
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

当期純利益又は中間純損失（△） 
（千円） 

△93,813 △124,222 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中間純損
失（△）（千円） 

△93,813 △124,222 23,874 

期中平均株式数（千株） 6,302 6,302 6,302 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

──────  平成18年11月20日付でさいたま地

方裁判所に、当社の取引先であった

破産会社日興調理機㈱の破産管財人

から否認権行使の訴えが提起されて

おります。 

 これは、当社が同社より回収した

売掛債権について否認権行使に基づ

きその受領金66,726千円及び遅延損

害金の支払を求めるものでありま

す。 

 当社としては当社の正当性を主張

し争う方針であります。 

 なお、本訴訟の結果を現時点で判

断することは困難であります。 

────── 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

  



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、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50期）（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）平成18年６月30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18年12月19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 高橋 嗣雄  印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 伊藤 嘉章  印  

           

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 吉田 圭一  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18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年４月

１日から平成18年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、

中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財

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中間連結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、当監査法人に中

間連結財務諸表には全体として中間連結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。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対

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。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社中西製作所及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・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、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17年12月16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期事業年度の中間会計期間（平成17年４月１

日から平成17年９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、中間損益計算書及び中間キャッシ

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、当監査法人の責任は独

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。 

 当監査法人は、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、当監査法人に中

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。当監査法人は、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。 

 当監査法人は、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、株式会社中西製作所の平成17年９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４月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・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、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12月19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 高橋 嗣雄  印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 伊藤 嘉章  印  

           

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 吉田 圭一  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18年４月１日から平成19年３月31日までの第51期事業年度の中間会計期間（平成18年４月１

日から平成18年９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、中間損益計算書及び中間株主資本

等変動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、当監査法人の責任は独立の

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。 

 当監査法人は、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、当監査法人に中

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。当監査法人は、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。 

 当監査法人は、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、株式会社中西製作所の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年

４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績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、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、その原本は当社が別途保管し

ております。 
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