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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57期

第１四半期累計期間
第58期

第１四半期累計期間
第57期

会計期間
自平成24年４月１日
至平成24年６月30日

自平成25年４月１日
至平成25年６月30日

自平成24年４月１日
至平成25年３月31日

売上高（千円） 2,610,182 3,279,811 21,198,521

経常利益又は経常損失（△）

（千円）
△337,936 △129,127 1,565,593

四半期純損失（△）又は当期純利益

（千円）
△242,112 △99,009 795,088

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

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

純資産額（千円） 7,207,719 8,191,651 8,356,340

総資産額（千円） 12,332,431 13,777,220 15,009,676

１株当たり四半期純損失金額（△）

又は１株当たり当期純利益金額

（円）

△38.41 △15.71 126.15

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） － － 12.00

自己資本比率（％） 58.45 59.46 55.67

　（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57期は潜在株式が存在しないため、第

57期第１四半期累計期間及び第58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。　

５．第57期の１株当たり配当額には、上場来最高益更新の記念配当２円を含んでおります。　

　

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、安倍政権の金融政策や経済対策による景気回復への期待感から、

円安や株価上昇もあり、持ち直しの動きがみられました。

  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32億79百万円（前年同四半期は26億10百万円の売上高）、経常損失

は１億29百万円（前年同四半期は３億37百万円の経常損失）、四半期純損失は99百万円（前年同四半期は２億42百

万円の四半期純損失）となり、売上面・利益面ともに前年同四半期より改善基調にて推移いたしました。なお、当社

は、主要販売先である学校給食関連の納期が夏季及び年度末に集中しているため、売上高等が第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。

 

(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12億32百万円減少し、137億77百万円となりました。こ

れは主に、現金及び預金が19億77百万円、商品及び製品が４億17百万円、仕掛品が１億31百万円、原材料及び貯蔵品

が１億３百万円、建物が74百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が39億61百万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10億67百万円減少し、55億85百万円となりました。これは主に、長期未払金が２億

85百万円、賞与引当金が１億30百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が８億59百万円、未払法人税等が５億67

百万円、役員退職慰労引当金が２億82百万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１億64百万円減少し、81億91百万円となりました。これは主に、四半期純損失を

99百万円計上し、また、剰余金の配当が75百万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。

(5）主要な設備

前事業年度末において計画中であった主要な設備の新設のうち、当第１四半期累計期間において完成したものは

次のとおりであります。

事業所名

(所在地)　
設備の内容

投資総額

（百万円）　
資金調達方法　 完了年月　　

九州支店

（福岡県福岡市博多区）　
販売設備　 85　 自己資金　 平成25年６月　

（注）投資総額には、消費税等は含まれておりません。
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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25年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成25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
東京証券取引所

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25年４月１日～

 平成25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25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25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　　 　 3,300
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式　　6,301,600 63,016 －

単元未満株式 普通株式　  　　1,100　 － －

発行済株式総数 　　　　　　6,306,000 － －

総株主の議決権 － 63,016 －

 

②【自己株式等】

 平成25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

（％）

 (自己保有株式）　

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、第１四半期会計期間（平成25年４月１日から平成25年

６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成25年４月１日から平成25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25年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,744,269 3,721,722

受取手形及び売掛金 ※
 7,752,521

※
 3,791,480

商品及び製品 526,423 943,740

仕掛品 372,444 504,358

原材料及び貯蔵品 242,450 345,682

繰延税金資産 164,978 206,003

その他 93,552 93,574

貸倒引当金 △26,233 △9,208

流動資産合計 10,870,407 9,597,352

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 413,541 487,752

土地 2,363,610 2,363,610

その他（純額） 253,104 221,149

有形固定資産合計 3,030,257 3,072,512

無形固定資産 98,015 91,333

投資その他の資産

投資有価証券 521,492 538,769

繰延税金資産 334,053 324,352

その他 170,934 167,843

貸倒引当金 △15,483 △14,944

投資その他の資産合計 1,010,997 1,016,021

固定資産合計 4,139,269 4,179,867

資産合計 15,009,676 13,777,220

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※
 3,363,894

※
 2,504,455

短期借入金 200,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 180,000 135,000

未払費用 168,747 193,875

未払法人税等 581,657 14,534

賞与引当金 216,933 347,197

その他 325,868 592,893

流動負債合計 5,037,101 3,987,957

固定負債

長期借入金 400,000 400,000

長期未払金 － 285,637

退職給付引当金 867,807 850,815

役員退職慰労引当金 282,237 －

その他 66,190 61,158

固定負債合計 1,616,234 1,597,611

負債合計 6,653,336 5,585,568
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（単位：千円）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25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 5,737,284 5,562,642

自己株式 △2,355 △2,355

株主資本合計 8,717,654 8,543,012

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 144,731 154,004

繰延ヘッジ損益 － 680

土地再評価差額金 △506,045 △506,045

評価・換算差額等合計 △361,314 △351,361

純資産合計 8,356,340 8,191,651

負債純資産合計 15,009,676 13,777,220
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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24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

売上高 ※
 2,610,182

※
 3,279,811

売上原価 2,028,169 2,476,945

売上総利益 582,012 802,866

販売費及び一般管理費 946,649 964,323

営業損失（△） △364,636 △161,456

営業外収益

受取配当金 5,246 5,453

仕入割引 20,338 21,643

その他 4,263 8,371

営業外収益合計 29,849 35,468

営業外費用

支払利息 2,462 1,851

その他 685 1,287

営業外費用合計 3,148 3,138

経常損失（△） △337,936 △129,127

特別損失

固定資産除却損 55 557

特別損失合計 55 557

税引前四半期純損失（△） △337,991 △129,684

法人税、住民税及び事業税 14,937 6,416

法人税等調整額 △110,816 △37,091

法人税等合計 △95,879 △30,675

四半期純損失（△） △242,112 △99,009
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【注記事項】

（追加情報）

（役員退職慰労金制度の廃止）

　当社は、従来、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を「役

員退職慰労引当金」として計上しておりましたが、役員退職慰労金制度廃止に伴い、平成25年６月27日開催の第

57期定時株主総会において役員退職慰労金を打切り支給することが決議されました。

　これに伴い、当第１四半期会計期間において「役員退職慰労引当金」を全額取崩し、打切り支給額の未払分

285,637千円については「長期未払金」として表示しております。

　

（四半期貸借対照表関係）

※　四半期会計期間末日満期手形

　四半期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、当四半

期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形が四半期会計期間末日残高に含

まれております。

 
前事業年度

（平成25年３月31日）
当第１四半期会計期間
（平成25年６月30日）

受取手形 45,430千円 93,873千円

支払手形　 154,944 200,136

　

（四半期損益計算書関係）

※　売上高の季節的変動

前第１四半期累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日）及び当第１四半期累計期間（自  平成

25年４月１日  至  平成25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24年４月１日
至  平成24年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日）

減価償却費 32,008千円 28,884千円

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24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24年６月28日

定時株主総会
普通株式 63,026 10.00 平成24年３月31日 平成24年６月29日利益剰余金

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25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25年６月27日

定時株主総会
普通株式 75,632 12.00 平成25年３月31日 平成25年６月28日利益剰余金
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（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24年４月１日　至　平成24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25年４月１日　至　平成25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。　

（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24年４月１日
至　平成24年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額 38.41円 15.71円

（算定上の基礎）   

四半期純損失金額（千円） 242,112 99,009

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） 242,112 99,009

普通株式の期中平均株式数（株） 6,302,693 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。

（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25年８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 小竹　伸幸　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 山本　秀男　　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25年４月１日から平成26年３月31日までの第58期事業年度の第１四半期会計期間（平成25年４月１日から平成

25年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成25年４月１日から平成25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25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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