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１．当四半期決算に関する定性的情報

（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、先行き不透明な中国経済等の外的要因による国内経済の下押し

リスクがあるものの、政府の経済政策や日本銀行の金融政策により企業収益や雇用・所得環境に改善の動きが見

られるなど、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。

 このような状況のもと、当社におきましては、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。

 業績面におきましては、前年度に好調であった大型案件の受注が一旦落ち着き、当第２四半期累計期間の売上

高は105億59百万円（前年同期比1.4％減）となりました。利益面につきましては、売上高の減少及び利益率の若

干の低下により、営業利益は４億80百万円（前年同期比10.3％減）、経常利益は５億29百万円（前年同期比

10.2％減）となりましたが、固定資産売却益37百万円の計上により、四半期純利益につきましては３億30百万円

（前年同期比13.3％増）となりました。 

 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。

 

 セグメントの業績は、次のとおりであります。

 なお、前年第３四半期会計期間より、不動産賃貸事業を開始したことに伴い、報告セグメントの区分を変更し

ており、以下の前年同四半期比較については、変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。

①業務用厨房機器製造販売事業

 業務用厨房機器製造販売事業につきましては、売上高は105億１百万円（前年同期比1.9％減）、セグメント

利益は４億55百万円（前年同期比14.9％減）となりました。

②不動産賃貸事業

 平成26年12月に開始した不動産賃貸事業につきましては、売上高は57百万円、セグメント利益は24百万円と

なりました。

 

（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19億32百万円減少し、177億11百万円となりまし

た。これは主に、現金及び預金が９億41百万円、投資有価証券が１億６百万円増加したものの、受取手形及び売

掛金が27億83百万円、土地が２億19百万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22億35百万円減少し、67億54百万円となりました。これは主に、支払手形及

び買掛金が18億９百万円、長期借入金が２億50百万円、未払法人税等が１億97百万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３億２百万円増加し、109億56百万円となりました。これは主に、剰余金

の配当が94百万円あったものの、四半期純利益を３億30百万円計上し、その他有価証券差額金が68百万円増加し

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

41百万円増加し、当第２四半期会計期間末には27億68百万円となりました。

 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11億１百万円（前年同四半期は獲得した資金４億68百万円）となりました。こ

れは主に仕入債務が18億63百万円減少、法人税等の支払額が４億62百万円あったものの、税引前四半期純利益を

５億65百万円、減価償却費を１億26百万円計上し、売上債権が28億２百万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） 

 投資活動の結果獲得した資金は１億88百万円（前年同四半期は使用した資金１億78百万円）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74百万円、無形固定資産の取得による支出が19百万円あったものの、

有形固定資産の売却による収入が２億86百万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３億47百万円（前年同四半期は使用した資金１億４百万円）となりました。こ

れは主に長期借入金の返済による支出が２億50百円、配当金の支払額が93百万円あったことなどによるものであ

ります。
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（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

  当第２四半期累計期間の業績動向を踏まえ、平成27年５月15日に公表いたしました平成28年３月期の通期業績

予想を下記の通り修正いたします。

 なお、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、今後の経済情勢、事業運営等の状況変化によ

り、実際の業績等は記載の予想数値と異なる可能性があります。

 

 
売上高

(百万円)
営業利益
（百万円）

経常利益
（百万円）

当期純利益
（百万円）

1株当たり
当期純利益
（円 銭）

前回発表予想（A） 21,200 1,040 1,100 630 99.96

今回修正予想（B） 21,500 1,040 1,120 640 101.55

増減額（B－A） +300 ― +20 +10 +1.59

増減率（％） +1.4% ― +1.8% +1.6% +1.6%

（ご参考）前期実績
（平成27年３月期）

25,530 1,922 2,023 1,069 169.76

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（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。
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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27年３月31日) 
当第２四半期会計期間 
(平成27年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 1,826,505 2,768,478 

受取手形及び売掛金 8,063,392 5,280,000 

商品及び製品 674,931 650,659 

仕掛品 531,627 555,976 

原材料及び貯蔵品 375,512 402,334 

繰延税金資産 163,975 167,282 

その他 109,098 168,537 

貸倒引当金 △5,710 △3,732 

流動資産合計 11,739,333 9,989,537 

固定資産    

有形固定資産    

建物（純額） 2,441,770 2,382,825 

土地 3,528,031 3,308,129 

その他（純額） 469,078 428,972 

有形固定資産合計 6,438,880 6,119,927 

無形固定資産 332,118 338,562 

投資その他の資産    

投資有価証券 662,898 768,945 

前払年金費用 108,280 144,062 

繰延税金資産 197,353 186,822 

その他 187,070 185,935 

貸倒引当金 △22,598 △22,737 

投資その他の資産合計 1,133,004 1,263,028 

固定資産合計 7,904,003 7,721,518 

資産合計 19,643,336 17,711,055 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 4,129,328 2,320,116 

短期借入金 400,000 400,000 

1年内返済予定の長期借入金 500,000 500,000 

未払費用 191,345 191,757 

未払法人税等 468,302 270,750 

賞与引当金 261,423 261,553 

その他 567,623 609,083 

流動負債合計 6,518,023 4,553,259 

固定負債    

長期借入金 1,300,000 1,050,000 

長期未払金 285,637 285,637 

退職給付引当金 806,494 803,896 

その他 79,521 61,616 

固定負債合計 2,471,653 2,201,151 

負債合計 8,989,676 6,754,411 
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    （単位：千円） 

 
前事業年度 

(平成27年３月31日) 
当第２四半期会計期間 
(平成27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 7,929,939 8,268,208 

自己株式 △2,477 △2,477 

株主資本合計 10,910,186 11,248,456 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 248,810 317,731 

繰延ヘッジ損益 708 △845 

土地再評価差額金 △506,045 △608,697 

評価・換算差額等合計 △256,527 △291,811 

純資産合計 10,653,659 10,956,644 

負債純資産合計 19,643,336 17,711,055 
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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26年４月１日 

 至 平成26年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年９月30日) 

売上高 10,705,845 10,559,557 

売上原価 7,909,613 7,821,370 

売上総利益 2,796,231 2,738,186 

販売費及び一般管理費 2,260,680 2,258,058 

営業利益 535,551 480,128 

営業外収益    

受取配当金 6,623 7,891 

仕入割引 38,419 36,239 

その他 12,431 14,546 

営業外収益合計 57,474 58,676 

営業外費用    

支払利息 2,601 6,666 

売上割引 700 2,141 

その他 516 991 

営業外費用合計 3,817 9,799 

経常利益 589,208 529,005 

特別利益    

固定資産売却益 3,127 37,517 

特別利益合計 3,127 37,517 

特別損失    

固定資産除却損 147 914 

特別損失合計 147 914 

税引前四半期純利益 592,188 565,608 

法人税、住民税及び事業税 287,097 260,050 

法人税等調整額 13,738 △24,598 

法人税等合計 300,836 235,452 

四半期純利益 291,352 330,156 

 

- 6 -

㈱中西製作所（5941）平成28年３月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）



（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26年４月１日 

 至 平成26年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27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 592,188 565,608 

減価償却費 66,512 126,744 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,729 △1,838 

賞与引当金の増減額（△は減少） 35,143 130 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,559 △2,597 

前払年金費用の増減額（△は増加） － △35,782 

受取利息及び受取配当金 △6,661 △7,932 

支払利息 2,601 6,666 

為替差損益（△は益） △370 － 

固定資産売却損益（△は益） △3,127 △37,517 

売上債権の増減額（△は増加） 2,025,647 2,802,123 

たな卸資産の増減額（△は増加） △385,948 △26,899 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,334,560 △1,863,194 

その他 61,532 37,169 

小計 1,054,786 1,562,679 

利息及び配当金の受取額 6,661 7,932 

利息の支払額 △2,588 △6,703 

法人税等の支払額 △590,312 △462,867 

営業活動によるキャッシュ・フロー 468,546 1,101,040 

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 △96,890 △74,719 

有形固定資産の売却による収入 3,127 286,796 

無形固定資産の取得による支出 △76,756 △19,963 

投資有価証券の取得による支出 △4,419 △4,542 

その他の支出 △3,577 △2,019 

その他の収入 311 2,573 

投資活動によるキャッシュ・フロー △178,205 188,125 

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 △100,000 △250,000 

リース債務の返済による支出 △10,231 △3,301 

配当金の支払額 △94,045 △93,890 

自己株式の取得による支出 △122 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー △104,399 △347,192 

現金及び現金同等物に係る換算差額 370 － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 186,312 941,973 

現金及び現金同等物の期首残高 2,731,257 1,826,505 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,917,569 2,768,478 
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（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）

 該当事項はありません。

 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

 該当事項はありません。
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