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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２四半期
累計期間

第54期
第２四半期
累計期間

第53期
第２四半期
会計期間

第54期
第２四半期
会計期間

第53期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
９月30日

自平成21年
４月１日
至平成21年
９月30日

自平成20年
７月１日
至平成20年
９月30日

自平成21年
７月１日
至平成21年
９月30日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

売上高（千円） 7,038,031    9,367,3674,582,462    6,166,26718,973,154

経常利益又は経常損失（△）

（千円）
△155,710    466,909 248,411    669,779 446,426

四半期（当期）純利益又は四半期

純損失（△）（千円）
△154,925    248,496 125,901    386,013 94,187

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    1,445,6001,445,600

発行済株式総数（株） － － 6,306,0006,306,0006,306,000

純資産額（千円） － － 6,388,664    6,829,1586,628,876

総資産額（千円） － － 10,181,519
    

12,010,153
14,744,288

１株当たり純資産額（円） － － 1,013.641,083.531,051.75

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は四半期純損失金額（△）

（円）

△24.58 39.43 19.98 61.25 14.94

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（％） － － 62.7 56.9 44.96

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
732,090    1,711,214 － － △563,081

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△27,561    △44,162 － － △58,549

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△597,838△1,338,613 － － 1,401,768

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 1,306,645    2,308,5311,980,091

従業員数（人） － － 422 414 421

　（注）１．当社は、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53期、第53期第２四半期会計期間、第54

期第２四半期累計期間及び第54期第２四半期会計期間は潜在株式が存在しないため、第53期第２四半期累計

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。
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２【事業の内容】

　当第２四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21年９月30日現在

従業員数（人）     414     

　（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２四半期会計期間の製造原価実績は3,035,893千円（前年同四半期比23.1％増）

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２四半期会計期間の仕入金額の総額は2,969,973千円（前年同四半期比41.1％増）

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２四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）

前年同四半期比
（％）

受注残高
（千円）

前年同四半期比
（％）

洗浄機・消毒機器     1,155,184 ＋2.4     830,451 ＋5.7

調理機器 1,690,983 ＋8.9     1,238,909 ＋50.5

その他     2,376,126 ＋14.1     923,765 ＋37.1

合計 5,222,293 ＋9.6     2,993,125　 ＋31.1

　（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）
前年同四半期比
（％）

洗浄機・消毒機器     1,654,757 ＋56.0

調理機器     1,868,361   ＋27.5　

その他     2,643,149     ＋28.6

合計     6,166,267     ＋34.6

　（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【事業等のリスク】

当第２四半期会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事

業等のリスクについての重要な変更はありません。

　

　

３【経営上の重要な契約等】

　当第２四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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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　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２四半期会計期間におけるわが国経済は、景気刺激策の実行や在庫調整の進展等を受け、景気は持ち直しつつ

あるものの、失業率が高止まりする中、設備投資や個人消費などが低迷しており、予断を許さない厳しい状況が継続

しております。

　このような中、当第２四半期会計期間の当社業績は、当社の主力マーケットである学校給食向け厨房設備が前年同

四半期より大きく伸び、売上高は6,166百万円（前年同四半期比34.6％増）となり、利益面においても、自社内製品

の販売が好調に推移したため、営業利益が643百万円（前年同四半期比183.5％増）、経常利益が669百万円（前年同

四半期比169.6％増）、四半期純利益が386百万円（前年同四半期比206.6％増）と好調に推移いたしました。

　景気動向の不透明感がなかなか拭えない状況下ではありますが、営業部門、生産部門及び管理部門が一体となっ

て、様々なお客様の要望に応えられる、魅力ある厨房設備のご提案に力を注いでまいります。９月の展示会に出展い

たしました学校給食センター向けの戦略的な自社内製品の数々は、大勢の方々に興味をもっていただくことができ

ました。このような取り組みを通して、引き続き、特に、自社内製品の拡販に向けて、ますます尽力してまいりたいと

考えております。　

 

(2）キャッシュ・フローの状況

　当第２四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、第１四半期会計期間末に比べ

て463百万円増加し、当第２四半期会計期間末には2,308百万円となりました。

　当第２四半期会計期間における各キャッシュ・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637百万円（前年同四半期は使用した資金378百万円）となりました。これは主に

税引前四半期純利益を671百万円計上し、たな卸資産が464百万円減少したものの、売上債権が230百万円増加、仕

入債務が200百万円減少し、また、賞与引当金が90万円減少し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21百万円（前年同四半期に比べて11百万円増加）となりました。これは主に有形

固定資産の取得による支出が19百万円、投資有価証券の取得による支出が1百万円あ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151百万円（前年同四半期に比べて45百万円減少）となりました。これは主に短

期借入金を51百万円、長期借入金を92百万円返済したことなど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２四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２四半期会計期間における研究開発スタッフは29名、また、研究開発費は25百万円となっております。

　　なお、当第２四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２四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２四半期会計期間において、前四半期会計期間末において計画中であっ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２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成21年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年11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

単元株式数

100株　

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21年７月１日～

平成21年９月30日
－ 6,306,000 － 1,445,600 － 1,537,125

 

（５）【大株主の状況】

 平成21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 東京都杉並区 694 11.01

中西製作所取引先持株会 大阪市生野区巽南5-4-14 524 8.31

中西製作所従業員持株会 大阪市生野区巽南5-4-14 489 7.76

中西　忠 大阪市東住吉区 409 6.48

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

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

中西　一真 東京都練馬区 154 2.45

三本　和子 兵庫県宝塚市 150 2.38

福島工業株式会社 大阪市西淀川区御幣島3-16-11 150 2.37

長船　陽子 大阪府羽曳野市 135 2.14

計 － 3,172 50.31

　 

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成21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　　　6,301,900 63,019 －
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区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

単元未満株式 普通株式            900 － －

発行済株式総数 6,306,000 － －

総株主の議決権 － 63,019 －

 

②【自己株式等】

 平成21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】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成21年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 229 236 270 258 260 250

最低（円） 198 200 226 230 238 224

　（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。　 
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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。

　なお、前第２四半期会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び前第２四半期累計期間（平成20

年４月１日から平成20年９月30日まで）は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第２四半期会計期間（平成

21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日ま

で）は、改正後の四半期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、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期会計期間（平成20年７月１日から平成20

年９月30日まで）及び前第２四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半期財務諸

表並びに当第２四半期会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期累計期間（平成

21年４月１日から平成21年９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。

 

３．四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、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２四半期会計期間末
(平成21年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,308,531 1,980,091

受取手形及び売掛金 3,898,538 7,125,971

商品及び製品 776,380 859,889

仕掛品 568,127 333,468

原材料及び貯蔵品 230,778 291,364

繰延税金資産 151,243 131,974

その他 79,523 48,363

貸倒引当金 △7,083 △11,868

流動資産合計 8,006,040 10,759,255

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※
 507,823

※
 523,796

土地 2,363,610 2,363,610

その他（純額） ※
 164,089

※
 152,332

有形固定資産合計 3,035,523 3,039,739

無形固定資産 37,502 42,180

投資その他の資産

投資有価証券 447,780 421,047

繰延税金資産 290,807 310,348

その他 205,576 195,670

貸倒引当金 △13,078 △23,953

投資その他の資産合計 931,087 903,113

固定資産合計 4,004,113 3,985,033

資産合計 12,010,153 14,744,288

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,660,570 3,318,151

短期借入金 298,000 1,385,000

1年内返済予定の長期借入金 252,852 336,352

未払法人税等 237,111 287,715

未払費用 126,008 114,963

賞与引当金 216,399 204,482

その他 220,628 188,394

流動負債合計 3,011,569 5,835,058

固定負債

長期借入金 1,195,722 1,297,148

退職給付引当金 699,078 712,567

役員退職慰労引当金 248,622 247,541

その他 26,002 23,096

固定負債合計 2,169,425 2,280,353

負債合計 5,180,995 8,115,412
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成21年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21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 4,348,329 4,162,860

自己株式 △2,346 △2,346

株主資本合計 7,328,707 7,143,238

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 6,495 △8,316

土地再評価差額金 △506,045 △506,045

評価・換算差額等合計 △499,549 △514,362

純資産合計 6,829,158 6,628,876

負債純資産合計 12,010,153 14,744,288
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（２）【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 ※
 7,038,031

※
 9,367,367

売上原価 5,352,775 7,054,044

売上総利益 1,685,255 2,313,323

販売費及び一般管理費

役員報酬 25,800 26,730

給料 759,429 773,899

賞与引当金繰入額 157,405 161,521

退職給付費用 65,738 75,925

役員退職慰労引当金繰入額 7,681 8,121

貸倒引当金繰入額 7,310 －

その他 863,849 859,200

販売費及び一般管理費合計 1,887,214 1,905,397

営業利益又は営業損失（△） △201,958 407,925

営業外収益

受取配当金 7,706 7,431

仕入割引 39,520 52,372

その他 12,930 19,101

営業外収益合計 60,157 78,905

営業外費用

支払利息 12,022 17,533

その他 1,886 2,387

営業外費用合計 13,908 19,921

経常利益又は経常損失（△） △155,710 466,909

特別利益

固定資産売却益 42 849

貸倒引当金戻入額 － 7,067

特別利益合計 42 7,916

特別損失

固定資産除却損 2,245 6,627

たな卸資産評価損 20,744 －

特別損失合計 22,990 6,627

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △178,658 468,198

法人税、住民税及び事業税 20,976 227,327

法人税等調整額 △44,709 △7,626

法人税等合計 △23,732 219,701

四半期純利益又は四半期純損失（△） △154,925 248,496
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【第２四半期会計期間】
（単位：千円）

前第２四半期会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 ※
 4,582,462

※
 6,166,267

売上原価 3,385,980 4,572,374

売上総利益 1,196,481 1,593,893

販売費及び一般管理費

役員報酬 12,360 14,370

給料 387,267 389,981

賞与引当金繰入額 82,234 85,699

退職給付費用 32,979 36,594

役員退職慰労引当金繰入額 3,840 4,280

貸倒引当金繰入額 11,176 －

その他 439,624 419,430

販売費及び一般管理費合計 969,483 950,356

営業利益 226,998 643,536

営業外収益

仕入割引 19,637 27,814

その他 7,875 7,014

営業外収益合計 27,513 34,829

営業外費用

支払利息 5,503 7,635

その他 596 950

営業外費用合計 6,100 8,585

経常利益 248,411 669,779

特別利益

固定資産売却益 42 849

貸倒引当金戻入額 － 1,487

特別利益合計 42 2,336

特別損失

固定資産除却損 1,501 237

特別損失合計 1,501 237

税引前四半期純利益 246,951 671,878

法人税、住民税及び事業税 10,489 218,847

法人税等調整額 110,560 67,018

法人税等合計 121,049 285,865

四半期純利益 125,901 386,013
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△178,658 468,198

減価償却費 39,587 42,794

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,186 △15,660

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,449 11,917

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,202 △13,489

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,879 1,081

受取利息及び受取配当金 △7,880 △7,473

支払利息 12,022 17,533

たな卸資産評価損 20,744 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,917,163 3,260,753

たな卸資産の増減額（△は増加） △189,103 △90,564

仕入債務の増減額（△は減少） △857,469 △1,681,875

その他 △40,044 3,758

小計 740,321 1,996,972

利息及び配当金の受取額 7,880 7,473

利息の支払額 △12,368 △15,858

法人税等の支払額 △3,742 △277,372

営業活動によるキャッシュ・フロー 732,090 1,711,214

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 △10,972 △31,236

有形固定資産の売却による収入 160 1,417

無形固定資産の取得による支出 △5,408 △274

投資有価証券の取得による支出 △10,620 △4,022

その他の支出 △9,747 △12,863

その他の収入 9,026 2,815

投資活動によるキャッシュ・フロー △27,561 △44,162

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 － 200,000

短期借入金の返済による支出 △352,000 △1,287,000

長期借入れによる収入 200,000 －

長期借入金の返済による支出 △383,300 △184,926

リース債務の返済による支出 － △3,943

配当金の支払額 △62,538 △62,743

財務活動によるキャッシュ・フロー △597,838 △1,338,613

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 106,690 328,439

現金及び現金同等物の期首残高 1,199,954 1,980,091

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,306,645

※
 2,308,531
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【簡便な会計処理】

該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第２四半期会計期間末
（平成21年９月30日）

前事業年度末
（平成21年３月31日）

※　　有形固定資産の減価償却累計額は、2,350,153千円であ

ります。

※　　有形固定資産の減価償却累計額は、2,347,914千円であ

ります。

 

（四半期損益計算書関係）

前第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９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。

※　　　　　　　　　　　同左

 

前第２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９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。

※　　　　　　　　　　　同左

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９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　

※　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９月30日現在）

                （千円）

（平成21年９月30日現在）

                （千円）

現金及び預金勘定 1,306,645

現金及び現金同等物 1,306,645

 

現金及び預金勘定 2,308,531

現金及び現金同等物 2,308,531
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（株主資本等関係）

当第２四半期会計期間末（平成21年９月30日）及び当第２四半期累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年

９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21年６月26日

定時株主総会
普通株式 63,027 10.00 平成21年３月31日 平成21年６月29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２四半期会計期間末（平成21年９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２四半期会計期間末（平成21年９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）

前第２四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）及び前第２四半期会計期間（自　平成20年

７月１日　至　平成20年９月30日）

　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。

　

当第２四半期累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）及び当第２四半期会計期間（自　平成21年

７月１日　至　平成21年９月30日）

　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２四半期会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

　該当事項はありません。

 

（企業結合等関係）

　当第２四半期会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期会計期間末
（平成21年９月30日）

前事業年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 1,083.53円 １株当たり純資産額 1,051.75円

 

２．１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額

前第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純損失金額 24.58円 １株当たり四半期純利益金額 39.43円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

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。

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額又は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。

 
前第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）         

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） △154,925 248,496

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利益又は四半期純損失（△）

（千円）
△154,925 248,496

期中平均株式数（株） 6,302,723 6,302,723

 

前第２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額     19.98円 １株当たり四半期純利益金額     61.25円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

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株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半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。

 
前第２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益（千円） 125,901 386,013

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利益（千円） 125,901 386,013

期中平均株式数（株） 6,302,723 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２四半期会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９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。
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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11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２四半期会計期間（平成20年７月１日から平成20年

９月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年９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９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第

２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計期間のキャッシュ・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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

平成21年11月13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21年４月１日から平成22年３月31日までの第54期事業年度の第２四半期会計期間（平成21年７月１日から平成21年

９月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年９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21年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第

２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計期間のキャッシュ・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。

 

EDINET提出書類

株式会社　中西製作所(E01445)

四半期報告書

22/22


	表紙
	本文
	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
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１生産、受注及び販売の状況
	２事業等のリスク
	３経営上の重要な契約等
	４財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

	第３設備の状況
	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
	（３）ライツプランの内容
	（４）発行済株式総数、資本金等の推移
	（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


	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

	３役員の状況

	第５経理の状況
	１四半期財務諸表
	（１）四半期貸借対照表
	（２）四半期損益計算書
	第２四半期累計期間
	第２四半期会計期間

	（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
	簡便な会計処理
	注記事項


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

