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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55期
第１四半期
累計期間

第56期
第１四半期
累計期間

第55期

会計期間

自平成22年
４月１日
至平成22年
６月30日

自平成23年
４月１日
至平成23年
６月30日

自平成22年
４月１日
至平成23年
３月31日

売上高（千円） 3,745,8132,869,96520,374,578

経常利益又は経常損失（△）

（千円）
△75,264 △194,251 774,006

当期純利益又は四半期純損失

（△）（千円）
△229,626 △130,185 269,112

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
－ － －

資本金（千円） 1,445,6001,445,6001,445,600

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

純資産額（千円） 6,693,6527,012,7277,210,398

総資産額（千円） 11,942,25911,478,35212,627,145

１株当たり当期純利益金額又は

四半期純損失金額（△）（円）
△36.43 △20.66 42.70

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（％） 56.05 61.10 57.10

　（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55期は潜在株式が存在しないため、第

55期第１四半期累計期間及び第56期第１四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。　

　

２【事業の内容】

　当第１四半期累計期間において、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。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、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重要な変更はありません。

 

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。

３【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、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

(1）経営成績の分析

　当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災や原子力発電所の事故による電力不足の影響を強く

受ける中、厳しい雇用情勢、個人消費の低迷が続き、先行き不透明な状況で推移いたしました。

　当社の関連業界におきましても、設備投資計画を見直す動きがみられ、極度の自粛ムードは収まりつつあるもの

の、先行きは依然不透明であり、予断を許さない状況にあります。　

　このような状況のもと、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業績の

向上に取り組んでまいりました。

　以上の結果、当第１四半期累計期間の売上高は28億69百万円（前年同四半期は37億45百万円の売上高）、経常損失

は１億94百万円（前年同四半期は75百万円の経常損失）、四半期純損失は１億30百万円（前年同四半期は２億29百

万円の四半期純損失）となりました。

 

(2）財政状態の分析

　当第１四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べ11億48百万円減少し、114億78百万円となりました。こ

れは主に、現金及び預金が３億４百万円、商品及び製品が３億89百万円、原材料及び貯蔵品が１億42百万円増加した

ものの、受取手形及び売掛金が20億62百万円減少したことなどによるものであります。

　負債合計は、前事業年度末に比べ９億51百万円減少し、44億65百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛

金が８億46百万円減少したことなどによるものであります。

　純資産合計は、前事業年度末に比べ１億97百万円減少し、70億12百万円となりました。これは主に、四半期純損失を

１億30百万円計上し、また、剰余金の配当が63百万円あっ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１四半期累計期間において、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１四半期累計期間における研究開発スタッフは26名、また、研究開発費は17百万円となっております。

　　なお、当第１四半期累計期間において、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【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23年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成23年８月11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】

　該当事項はありません。

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。　

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（５）【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23年４月１日～

平成23年６月30日　　

　

 

－ 6,306,000 － 1,445,600 － 1,537,125

　　

（６）【大株主の状況】

　　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【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23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23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） 普通株式　　 　 3,300 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　　6,301,400 63,014 －

単元未満株式 普通株式　  　　1,300　 － －

発行済株式総数 　　　　　　6,306,000 － －

総株主の議決権 － 63,014 －

 

②【自己株式等】

 平成23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 3,300 － 3,300 0.05

計 － 3,300 － 3,300 0.05

 

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
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第４【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）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１四半期会計期間（平成23年４月１日から平成23

年６月30日まで）及び当第１四半期累計期間（平成23年４月１日から平成23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。

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）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,748,364 3,052,488

受取手形及び売掛金 4,474,898 2,412,678

商品及び製品 686,113 1,076,111

仕掛品 421,020 387,674

原材料及び貯蔵品 200,819 343,201

繰延税金資産 141,353 208,720

その他 103,724 103,056

貸倒引当金 △4,533 △3,054

流動資産合計 8,771,760 7,580,877

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 476,472 467,615

土地 2,363,610 2,363,610

その他（純額） 174,378 200,965

有形固定資産合計 3,014,461 3,032,192

無形固定資産 27,457 40,128

投資その他の資産

投資有価証券 315,157 310,103

繰延税金資産 300,434 312,750

その他 212,279 221,468

貸倒引当金 △14,404 △19,167

投資その他の資産合計 813,466 825,154

固定資産合計 3,855,385 3,897,475

資産合計 12,627,145 11,478,352

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,447,953 1,601,329

短期借入金 100,000 74,500

1年内返済予定の長期借入金 894,296 868,583

未払法人税等 30,198 14,321

未払費用 122,407 148,090

賞与引当金 204,825 307,171

その他 325,814 169,803

流動負債合計 4,125,495 3,183,799

固定負債

長期借入金 200,000 175,000

退職給付引当金 736,592 759,872

役員退職慰労引当金 274,305 271,545

その他 80,354 75,407

固定負債合計 1,291,251 1,281,825

負債合計 5,416,747 4,465,625
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（単位：千円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成23年６月30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 4,713,318 4,520,105

自己株式 △2,355 △2,355

株主資本合計 7,693,688 7,500,475

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 22,755 18,297

土地再評価差額金 △506,045 △506,045

評価・換算差額等合計 △483,289 △487,747

純資産合計 7,210,398 7,012,727

負債純資産合計 12,627,145 11,478,352
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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）

前第１四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

売上高 ※
 3,745,813

※
 2,869,965

売上原価 2,892,698 2,178,944

売上総利益 853,114 691,020

販売費及び一般管理費 960,226 912,169

営業損失（△） △107,112 △221,149

営業外収益

受取配当金 7,801 8,169

仕入割引 23,409 19,695

その他 8,084 4,635

営業外収益合計 39,295 32,500

営業外費用

支払利息 6,044 5,233

その他 1,403 369

営業外費用合計 7,447 5,602

経常損失（△） △75,264 △194,251

特別利益

固定資産売却益 － 3,615

貸倒引当金戻入額 1,345 －

特別利益合計 1,345 3,615

特別損失

固定資産除却損 4 1,948

災害による損失 － 3,190

投資有価証券評価損 154,290 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 11,127 －

特別損失合計 165,421 5,138

税引前四半期純損失（△） △239,340 △195,774

法人税、住民税及び事業税 32,994 11,022

法人税等調整額 △42,708 △76,610

法人税等合計 △9,713 △65,588

四半期純損失（△） △229,626 △130,185
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【追加情報】

　当第１四半期累計期間

（自　平成23年４月１日

　　至　平成23年６月30日）　

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

　当第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。　

　

【注記事項】

（四半期損益計算書関係）

前第１四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23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。

※　　                  同左

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期間

に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。　　 

前第１四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

減価償却費 23,372千円 減価償却費 24,043千円

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）

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22年６月29日

定時株主総会
普通株式 63,027 10.00 平成22年３月31日 平成22年６月30日利益剰余金

　

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

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23年６月29日

定時株主総会
普通株式 63,026 10.00 平成23年３月31日 平成23年６月30日利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）　

当社は、業務用厨房機器の製造、販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

当社は、業務用厨房機器の製造、販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。　
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額 36.43円 20.66円

（算定上の基礎）   

四半期純損失金額（千円） 229,626 130,185

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金額（千円） 229,626 130,185

普通株式の期中平均株式数（株） 6,302,723 6,302,693

（注）　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。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

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23年８月11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23年４月１日から平成24年３月31日までの第56期事業年度の第１四半期会計期間（平成23年４月１日から平成23年

６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成23年４月１日から平成23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注記について四半期レビューを行った。

　　

四半期財務諸表に対する経営者の責任　

　経営者の責任は、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四半期財務諸表を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示

するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任　

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、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。

　四半期レビューにおいては、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が実施される。四半期レビュー手続は、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実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論　

　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23年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了す

る第１四半期累計期間の経営成績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。

　

利害関係　

　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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