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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】

回次
第53期
第１四半期
累計(会計)期間

第52期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
６月30日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

売上高（千円） 2,455,568 16,397,987

経常利益又は経常損失（△）

（千円）
△407,987 250,020

当期純利益又は四半期純損失

（△）（千円）
△280,827 65,625

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

発行済株式総数（株） 6,306,000 6,306,000

純資産額（千円） 6,275,775 6,615,542

総資産額（千円） 10,478,298 11,844,390

１株当たり純資産額（円） 995.72 1,049.63

１株当たり当期純利益金額又は

四半期純損失金額（△）（円）
△44.56 10.41

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ －

１株当たり配当額（円） － 10.00

自己資本比率（％） 59.9 55.9

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
1,110,279 －

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△16,968 －

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△400,167 －

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
1,893,098 －

従業員数（人） 421 416

　（注）１．当社は、第53期より四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかか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。

２．売上高には消費税等は含まれておりません。

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株当たり四半期（当期）純利益金額については、第52期は潜在株式が存在しないため、第

53期第１四半期累計（会計）期間については１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

５．当社は、第52期までは連結キャッシュ・フロー計算書を作成していたため、第52期の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・フロー並びに現金及び現

金同等物の期末残高については記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当第１四半期会計期間において、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】

　当社は、関係会社がありませんので、該当事項はありません。

４【従業員の状況】

提出会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 421  

　（注）　従業員数は、就業人員であります。
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第２【事業の状況】

１【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。

　なお、当社は、学校給食設備等の納期が夏季及び年度末に集中しているため、生産実績等が第１、第３四半期会計期間

に比べて第２、第４四半期会計期間に高くなる傾向にあります。

(1）生産実績

　製品の生産実績については、当第１四半期会計期間の製造原価実績は1,577,242千円となりました。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

　商品仕入実績については、当第１四半期会計期間の仕入金額の総額は1,343,328千円となりました。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

　当第１四半期会計期間の受注及び販売の実績については、参考のため、品目別の受注高、受注残高及び販売高を記

載しております。

品目別受注実績

　
受注高
（千円）

受注残高
（千円）

洗浄機・消毒機器 762,918 719,145

調理機器 1,169,206 735,201

その他 1,537,849 647,261

合計 3,469,974 2,101,608

　（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

　 販売高（千円）

洗浄機・消毒機器 192,874

調理機器 822,791

その他 1,439,902

合計 2,455,568

　（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。

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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３【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、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

(1）業績の状況

　当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、原油・原材料価格の値上がりや米国のサブプライムローン問題に

よる金融市場不安などによって、個人消費の伸び悩みや企業収益の改善に足踏みが見られるなど、景気の先行きに

不透明感が増す状況になりました。 

　当社の属します業務用厨房機器業界におきましては、同業他社間のシェアの奪い合いが激しさを増す中、原材料価

格の値上がり分を販売価格に転嫁しづらい厳しい経営環境が継続しております。

　このような状況の中で、当社は、総合厨房機器メーカーとして、最近、ますます注目の集まる「食の安全・安心」に

繋がる厨房機器・厨房システムの提案に心がけ、営業部門、生産部門及び管理部門の各部門が一体となって取り組

んでまいりました。

　以上の結果、当第１四半期会計期間の売上高は24億55百万円、経常損失は４億７百円、四半期純損失は２億80百万

円となりました。

(2）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物は（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べて６億93

百万円増加し、当第１四半期会計期間末には18億93百万円となりました。

　各キャッシュ・フローの状況と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）

　　営業活動の結果得られた資金は11億10百万円となりました。これは主に税引前四半期純損失を４億25百万円計上

し、たな卸資産が３億35百万円の増加、仕入債務が７億58百万円の減少となったものの、売上債権が24億95百万円

の減少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16百万円となりました。これは主に固定資産等の取得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４億円となりました。これは短期借入金を３億１百万円、長期借入金を41百万円

返済し、配当金を57百万円支払ったことによるものであります。

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期会計期間において、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）研究開発活動

　　当第１四半期会計期間における研究開発スタッフは31名、また、研究開発費は24百万円となっております。

　　なお、当第１四半期会計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第１四半期会計期間において、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

　当第１四半期会計期間において、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。
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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】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 17,000,000

計 17,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年８月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

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 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　記載すべき事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

記載すべき事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

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

　（注）　１株を1.2株に株式分割（無償交付）

（５）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。
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（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成20年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

①【発行済株式】

　 平成20年６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　 　6,302,100 63,021 －

単元未満株式 普通株式　　　 　　700 － －

発行済株式総数 6,306,000 － －

総株主の議決権 － 63,021 －

②【自己株式等】

　 平成20年６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】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成20年４月 ５月 ６月

最高（円） 362 353 349

最低（円） 328 327 325

　（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、当四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。

EDINET提出書類

株式会社　中西製作所(E01445)

四半期報告書

 8/18



第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）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、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20

年６月30日まで）に係る四半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けておりま

す。

　なお、新日本有限責任監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年７月１日をもって新日本監査法人から名

称変更しております。

３．四半期連結財務諸表について

　当社は、唯一の子会社であった株式会社厨を平成19年11月１日付で吸収合併したため、連結子会社がなくなりまし

た。このため、当四半期会計期間においては、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

（平成20年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,893,098 1,199,954

受取手形及び売掛金 2,524,896 5,031,795

商品 649,111 635,207

製品 340,369 172,586

原材料 366,988 282,019

仕掛品 407,450 361,651

繰延税金資産 284,398 124,683

その他 41,874 73,125

貸倒引当金 △4,019 △7,550

流動資産合計 6,504,169 7,873,473

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※
 550,835

※
 558,958

土地 2,363,610 2,363,610

その他（純額） ※
 145,834

※
 146,144

有形固定資産合計 3,060,281 3,068,714

無形固定資産 31,086 30,002

投資その他の資産

投資有価証券 449,234 437,718

繰延税金資産 271,591 278,511

その他 175,567 169,938

貸倒引当金 △13,632 △13,967

投資その他の資産合計 882,760 872,201

固定資産合計 3,974,129 3,970,917

資産合計 10,478,298 11,844,390

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,465,295 2,224,913

短期借入金 149,000 450,000

1年内返済予定の長期借入金 466,600 466,600

未払法人税等 12,996 25,789

未払費用 121,740 111,861

賞与引当金 305,543 203,486

その他 176,996 198,065

流動負債合計 2,698,171 3,680,716

固定負債

長期借入金 591,850 633,500

退職給付引当金 675,226 671,893

役員退職慰労引当金 236,019 242,739

その他 1,256 －

固定負債合計 1,504,352 1,548,132

負債合計 4,202,523 5,228,848
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

（平成20年３月31日）

純資産の部

株主資本

資本金 1,445,600 1,445,600

資本剰余金 1,537,125 1,537,125

利益剰余金 3,787,845 4,131,699

自己株式 △2,346 △2,346

株主資本合計 6,768,223 7,112,078

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 13,596 9,509

土地再評価差額金 △506,045 △506,045

評価・換算差額等合計 △492,448 △496,535

純資産合計 6,275,775 6,615,542

負債純資産合計 10,478,298 11,844,390
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（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日）

売上高 ※
 2,455,568

売上原価 1,966,794

売上総利益 488,774

販売費及び一般管理費

役員報酬 13,440

給料 372,161

賞与引当金繰入額 75,171

退職給付費用 32,758

役員退職慰労引当金繰入額 3,840

その他 424,225

販売費及び一般管理費合計 921,597

営業損失（△） △432,823

営業外収益

受取配当金 7,706

仕入割引 19,882

その他 5,076

営業外収益合計 32,666

営業外費用

支払利息 6,518

その他 1,312

営業外費用合計 7,830

経常損失（△） △407,987

特別利益

貸倒引当金戻入額 3,865

特別利益合計 3,865

特別損失

固定資産除却損 743

たな卸資産評価損 20,744

特別損失合計 21,488

税引前四半期純損失（△） △425,609

法人税、住民税及び事業税 10,487

法人税等調整額 △155,269

法人税等合計 △144,782

四半期純損失（△） △280,827
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △425,609

減価償却費 19,183

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,865

賞与引当金の増減額（△は減少） 102,057

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,332

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6,719

受取利息及び受取配当金 △7,710

支払利息 6,518

たな卸資産評価損 20,744

売上債権の増減額（△は増加） 2,495,598

たな卸資産の増減額（△は増加） △335,576

仕入債務の増減額（△は減少） △758,698

その他 2,968

小計 1,112,222

利息及び配当金の受取額 7,710

利息の支払額 △5,947

法人税等の支払額 △3,704

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,110,279

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 △3,836

無形固定資産の取得による支出 △2,045

投資有価証券の取得による支出 △4,952

その他の支出 △7,064

その他の収入 931

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,968

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 △301,000

長期借入金の返済による支出 △41,650

配当金の支払額 △57,517

財務活動によるキャッシュ・フロー △400,167

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 693,143

現金及び現金同等物の期首残高 1,199,954

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,893,098
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

会計処理基準に関する事項の

変更

たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　通常の販売目的で保有するたな卸資産に

ついては、従来、主として総平均法による原

価法及び個別法による原価法によっており

ましたが、当第１四半期会計期間より「棚

卸資産の評価に関する会計基準」（企業会

計基準第９号　平成18年７月５日）が適用

されたことに伴い、主として総平均法によ

る原価法（貸借対照表価額については収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法）及び

個別法による原価法（貸借対照表価額につ

いては収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法）により算定しております。

　これにより、営業損失及び経常損失は、そ

れぞれ３百万円、税引前四半期純損失につ

いては、期首たな卸資産に含まれる簿価切

下げ額相当額20百万円を特別損失に計上し

たため、24百万円増加しております。

【簡便な会計処理】

　
当第１四半期会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

たな卸資産の評価方法 　実地たな卸を省略し、前事業年度末に係る

実地たな卸高を基礎とした合理的な方法に

より算定しております。

【追加情報】

当第１四半期会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

（有形固定資産の耐用年数の変更）

　当社の機械及び装置の耐用年数については、当第１四半期

会計期間より、法人税法の改正を契機として見直しを行い、

改正後の法人税法に基づく耐用年数に変更しております。

　これによる営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失に

与える影響は軽微であります。
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第１四半期会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末
（平成20年３月31日）

※　　有形固定資産の減価償却累計額は、2,303,084千円であ

ります。

※　　有形固定資産の減価償却累計額は、2,289,792千円であ

ります。　

（四半期損益計算書関係）

当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※　　当社は、学校給食設備等の納期が夏季及び年度末に集

中しているため、売上高が第１、第３四半期会計期間に

比べて第２、第４四半期会計期間に高くなる傾向にあ

ります。

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係　

（平成20年６月30日現在）
 （千円）

現金及び預金勘定 1,893,098

現金及び現金同等物 1,893,098

（株主資本等関係）

当第１四半期会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年

６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式  6,306,000株

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式  3,277株

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

４．配当に関する事項

　配当金支払額

（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 配当の原資 

平成20年６月27日

定時株主総会
普通株式 63,027 10.00  平成20年３月31日  平成20年６月30日

利益剰余

金

　５．株主資本の金額の著しい変動

　　該当事項はありません。

（有価証券関係）

当第１四半期会計期間末（平成20年６月30日）

　有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度末に比べて著しい変動がありません。

（デリバティブ取引関係）

当第１四半期会計期間末（平成20年６月30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。

（持分法損益等）

当第１四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）
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　当社には関連会社はありませんので、該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

当第１四半期会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　該当事項はありません。

（企業結合等関係）

　当第１四半期会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 995.72円 １株当たり純資産額 1,049.63円

２．１株当たり四半期純損失金額

当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額 44.56円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純損失金額につ

いては、１株当たり四半期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。

　（注）　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額  

四半期純損失（千円） 280,827

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る四半期純損失（千円） 280,827

期中平均株式数（株） 6,302,723

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

（リース取引関係）

　当第１四半期会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　リース取引残高は、前事業年度末に比べて著しい変動がありません。

２【その他】

　該当事項はありません。
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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。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年８月12日

株式会社中西製作所

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 西原　健二　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 吉田　圭一　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「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20年４月１日から平成21年３月31日までの第53期事業年度の第１四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年

６月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計

算書について四半期レビューを行った。この四半期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

ら四半期財務諸表に対する結論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四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、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実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期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20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての

重要な点において認められなかった。

　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）　１．上記は、四半期レビュー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（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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