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1.  平成26年3月期第2四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年3月期第2四半期 9,559 14.8 451 186.2 505 144.2 270 366.4
25年3月期第2四半期 8,328 △3.0 157 △46.0 206 △39.0 57 △62.4

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

26年3月期第2四半期 42.92 ―
25年3月期第2四半期 9.20 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

26年3月期第2四半期 13,381 8,592 64.2 1,363.31
25年3月期 15,009 8,356 55.7 1,325.84
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  8,592百万円 25年3月期  8,356百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
※25年３月期期末配当金の内訳 普通配当 10円00銭 記念配当 ２円00銭 

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

25年3月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 10.00 10.00

3. 平成26年 3月期の業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 22,380 5.6 1,510 3.8 1,600 2.2 860 8.2 136.45



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期2Q 6,306,000 株 25年3月期 6,306,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 3,307 株 25年3月期 3,307 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 6,302,693 株 25年3月期2Q 6,302,693 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表の四半期レビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、 
その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
 業績予想の詳細につきましては、四半期決算短信（添付資料）２ページ「１.当四半期決算に関する定性的情報（３）業績予想などの将来予測情報に関する説
明」をご覧下さい。 
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（１）経営成績に関する説明 

  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、売上高の増加及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）財政状態に関する説明 

  ①資産、負債及び純資産の状況 

 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。 

  

  ②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。 

   

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明   

  平成26年３月期の通期の業績予想につきましては、現時点において、平成25年５月15日に公表いたしました業績

予想に変更はありません。 

  

    

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。   

    

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。   

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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（３）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。 
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３．四半期財務諸表 
（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 8,328,829 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 1,913,075 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
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 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

（４）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

㈱中西製作所(5941)平成26年３月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

8




