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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２四半期累計期間
第58期

第２四半期累計期間
第57期

会計期間
自平成24年４月１日
至平成24年９月30日

自平成25年４月１日
至平成25年９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）     8,328,829     9,559,687 21,198,521

経常利益（千円）     206,960     505,344 1,565,593

四半期（当期）純利益（千円）     57,998     270,507 795,088

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）     7,509,323     8,592,551 8,356,340

総資産額（千円）     12,265,009     13,381,681 15,009,676

１株当たり四半期（当期）純利益金

額（円）
9.20 42.92 126.15

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（％） 61.23 64.21 55.67

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
    121,319     1,103,031 △705,820

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
    △114,152     △95,881 △119,781

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△165,992 △77,411 △269,247

現金及び現金同等物の四半期末（期

末）残高（千円）
    2,680,700     2,674,210 1,744,269

　

回次
第57期

第２四半期会計期間
第58期

第２四半期会計期間

会計期間
自平成24年７月１日
至平成24年９月30日

自平成25年７月１日
至平成25年９月30日

１株当たり四半期純利益金額（円） 47.62 58.63

　（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、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２四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２四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。

 

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２四半期累計期間におけるわが国経済は、経済・金融政策の効果や個人消費の持ち直し等により、緩やかな

回復基調にあるものの、海外経済の減速懸念や不安定な国際情勢等により、依然として先行き不透明な状況にあり

ます。

　このような中、当社におきましては、大型案件の受注が順調に推移し、当第２四半期累計期間の売上高は95億59

百万円（前年同期比14.8％増）となりました。利益面につきましては、売上高の増加および利益率の改善に伴い、

営業利益が４億51百万円（前年同期比186.2％増）、経常利益が５億５百万円（前年同期比144.2％増）となり、四

半期純利益につきましては、２億70百万円（前年同期比366.4％増）となりました。

　景気動向は緩やかな回復基調にあるものの、先行き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の各部門が一体となって、様々なお客様のご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。

　この度の９月の展示会（フードシステムソリューション2013）では、新製品といたしまして、低価格の小型ＳＶ

ロースターＨＯＴＭＡＸ（過熱水蒸気調理機）を出展いたしました。　

　今後とも、引き続き「省エネ」や「食の安全・安心」に繋がる厨房機器・厨房システムのご提案に心がけ、業績

の向上に取り組んでまいります。　

　

(2）財政状態の分析

　当第２四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べ16億27百万円減少し、133億81百万円となりまし

た。これは主に、現金及び預金が９億29百万円、商品及び製品が２億９百万円、仕掛品が２億９百万円増加したも

のの、受取手形及び売掛金が31億54百万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18億64百万円減少し、47億89百万円となりました。これは主に、長期未払金が

２億85百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が13億85百万円、未払法人税等が３億63百万円、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２億36百万円増加し、85億92百万円となりました。これは主に、四半期純利

益を２億70百万円計上し、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）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べて９億29

百万円増加し、当第２四半期会計期間末には26億74百万円となりました。

　当第２四半期累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）

　　営業活動の結果獲得した資金は11億３百万円（前年同四半期は獲得した資金１億21百万円）となりました。こ

れは主に仕入債務が14億18百万円減少し、法人税等の支払額が５億62百万円あったものの、売上債権が31億71百

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95百万円（前年同四半期は使用した資金１億14百万円）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75百万円、無形固定資産の取得による支出が13百万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77百万円（前年同四半期は使用した資金１億65百万円）となりました。これは

主に短期借入金が１億円増加したものの、長期借入金を90百万円返済し、配当金の支払額が75百万円あったこと

などによるものであります。
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(4）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四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。

 

(5）研究開発活動

　　当第２四半期累計期間における研究開発スタッフは27名、また、研究開発費は33百万円となっております。

　　なお、当第２四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。

　

(6）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２四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２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成25年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年11月14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７月１日～

平成25年９月30日
－ 6,306,000 － 1,445,600 － 1,537,125
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（６）【大株主の状況】

 平成25年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

中西製作所取引先持株会 大阪市生野区巽南5-4-14 528,600 8.38

中西　昭夫 東京都杉並区 505,600 8.01

中西製作所従業員持株会 大阪市生野区巽南5-4-14 383,984 6.08

中西　一真 東京都府中市 359,600 5.70

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区丸の内1-3-3 301,000 4.77

福島工業株式会社 大阪市西淀川区御幣島3-16-11 185,000 2.93

三本　和子 兵庫県宝塚市 150,200 2.38

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
147,600 2.34

長船　陽子 大阪府羽曳野市 135,200 2.14

濱口　利子 奈良県香芝市 133,200 2.11

計 － 2,829,984 44.87

 

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成25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 　      3,300
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式　　　6,301,700 63,017 －

単元未満株式 普通株式         1,000 － －

発行済株式総数 6,306,000 － －

総株主の議決権 － 63,017 －

 

②【自己株式等】

 平成25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 3,300 － 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２四半期会計期間（平成25年７月１日から平成25

年９月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成25年４月１日から平成25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）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,744,269 2,674,210

受取手形及び売掛金
※ 7,752,521 4,598,078

商品及び製品 526,423 735,482

仕掛品 372,444 582,030

原材料及び貯蔵品 242,450 327,944

繰延税金資産 164,978 130,353

その他 93,552 122,089

貸倒引当金 △26,233 △15,914

流動資産合計 10,870,407 9,154,275

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 413,541 483,611

土地 2,363,610 2,363,610

その他（純額） 253,104 217,220

有形固定資産合計 3,030,257 3,064,443

無形固定資産 98,015 103,137

投資その他の資産

投資有価証券 521,492 590,471

繰延税金資産 334,053 314,344

その他 170,934 169,953

貸倒引当金 △15,483 △14,944

投資その他の資産合計 1,010,997 1,059,824

固定資産合計 4,139,269 4,227,405

資産合計 15,009,676 13,381,681

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金
※ 3,363,894 1,978,222

短期借入金 200,000 300,000

1年内返済予定の長期借入金 180,000 190,000

未払費用 168,747 177,509

未払法人税等 581,657 218,165

賞与引当金 216,933 228,356

その他 325,868 188,011

流動負債合計 5,037,101 3,280,265

固定負債

長期借入金 400,000 300,000

長期未払金 － 285,637

退職給付引当金 867,807 867,012

役員退職慰労引当金 282,237 －

その他 66,190 56,214

固定負債合計 1,616,234 1,508,864

負債合計 6,653,336 4,789,129
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（単位：千円）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成25年９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 5,932,159

自己株式 △2,355 △2,355

株主資本合計 8,717,654 8,912,529

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 144,731 186,067

土地再評価差額金 △506,045 △506,045

評価・換算差額等合計 △361,314 △319,978

純資産合計 8,356,340 8,592,551

負債純資産合計 15,009,676 13,381,681
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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24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

売上高
※1 8,328,829 ※1 9,559,687

売上原価 6,258,174 7,139,302

売上総利益 2,070,654 2,420,385

販売費及び一般管理費
※2 1,913,075 ※2 1,969,373

営業利益 157,579 451,012

営業外収益

受取配当金 5,246 5,453

仕入割引 39,927 41,791

その他 9,857 13,035

営業外収益合計 55,031 60,279

営業外費用

支払利息 4,904 3,591

その他 746 2,355

営業外費用合計 5,651 5,947

経常利益 206,960 505,344

特別損失

固定資産除却損 17,349 739

特別損失合計 17,349 739

税引前四半期純利益 189,611 504,605

法人税、住民税及び事業税 144,957 202,962

法人税等調整額 △13,344 31,135

法人税等合計 131,613 234,097

四半期純利益 57,998 270,507
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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24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25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 189,611 504,605

減価償却費 65,829 59,269

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,776 △10,858

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,825 11,422

退職給付引当金の増減額（△は減少） 31,705 △794

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6,311 △282,237

受取利息及び受取配当金 △5,281 △5,497

支払利息 4,904 3,591

為替差損益（△は益） △411 △202

売上債権の増減額（△は増加） 1,414,370 3,171,845

たな卸資産の増減額（△は増加） △186,922 △504,139

仕入債務の増減額（△は減少） △1,115,072 △1,418,816

長期未払金の増減額（△は減少） － 285,637

その他 31,185 △150,857

小計 438,209 1,662,969

利息及び配当金の受取額 5,336 5,497

利息の支払額 △4,631 △3,418

法人税等の支払額 △319,933 △562,019

法人税等の還付額 2,339 1

営業活動によるキャッシュ・フロー 121,319 1,103,031

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 △72,158 △75,827

無形固定資産の取得による支出 △38,730 △13,656

投資有価証券の取得による支出 △4,359 △4,443

その他の支出 △6,449 △4,788

その他の収入 7,544 2,833

投資活動によるキャッシュ・フロー △114,152 △95,881

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） － 100,000

長期借入金の返済による支出 △90,000 △90,000

リース債務の返済による支出 △13,124 △11,870

配当金の支払額 △62,868 △75,541

財務活動によるキャッシュ・フロー △165,992 △77,411

現金及び現金同等物に係る換算差額 411 202

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △158,412 929,941

現金及び現金同等物の期首残高 2,839,112 1,744,269

現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,680,700 ※ 2,674,210

EDINET提出書類

株式会社　中西製作所(E01445)

四半期報告書

11/16



【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、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、前事

業年度末日が金融機関の休日であったため、次の事業年度末日満期手形が事業年度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２四半期会計期間
（平成25年９月30日）

受取手形 45,430千円 －千円

支払手形 154,944 －

　　

（四半期損益計算書関係）

※１　売上高の季節的変動

前第２四半期累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年９月30日）及び当第２四半期累計期間（自　平成

25年４月１日　至　平成25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。

 

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額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24年４月１日
至 平成24年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日）

給与 762,957千円 786,371千円

賞与引当金繰入額 159,219 169,553

退職給付費用 79,902 64,222

役員退職慰労引当金繰入額 6,801 3,400

貸倒引当金繰入額 2,930 △10,312

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

※　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24年４月１日
至 平成24年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日）

現金及び預金勘定 2,680,700千円 2,674,210千円

現金及び現金同等物 2,680,700 2,674,210
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年９月30日）

１．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

 
２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間末後とな

るもの 

該当事項はありません。　

　

Ⅱ　当第２四半期累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年９月30日）

１．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

 
２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間末後とな

るもの 

該当事項はありません。　

　

（金融商品関係）

　受取手形及び売掛金並びに支払手形及び買掛金が、会社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、

前事業年度の末日に比べて著しい変動が認められます。

　

前事業年度（平成25年３月31日）

科目　
貸借対照表計上額（千

円）　
時価（千円）　 差額（千円）　

 (1）受取手形及び売掛金　 7,752,521　 7,752,521　 －　

 (2）支払手形及び買掛金　 3,363,894　 3,363,894　 －　

　

当第２四半期会計期間（平成25年９月30日）

科目　
四半期貸借対照表計上額

（千円）　
時価（千円）　 差額（千円）　

 (1）受取手形及び売掛金　 4,598,078　 4,598,078　 －　

 (2）支払手形及び買掛金　 1,978,222　 1,978,222　 －　

(注）金融商品の時価の算定方法

(1) 受取手形及び売掛金   

  短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2) 支払手形及び買掛金

   短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年９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２四半期累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年９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株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第２四半期累計期間

（自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 9.20円 42.92円

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 57,998 270,507

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金額（千円） 57,998 270,507

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、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。

 

EDINET提出書類

株式会社　中西製作所(E01445)

四半期報告書

14/16



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11月14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２四半期会計期間（平成25年７月１日から平成

25年９月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成25年４月１日から平成25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、四半期キャッシュ・フロー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９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終

了する第２四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。

　

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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