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 （注）１．※当社は、潜在株式がありませんので、数値を記載しておりません。 

    ２．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係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。 

３．売上高には、消費税等は含まれておりません。 
  

 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。 

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85期

第２四半期 
累計期間 

第86期
第２四半期 
累計期間 

第85期

会計期間 

自平成22年
６月１日 

至平成22年 
11月30日 

自平成23年
６月１日 

至平成23年 
11月30日 

自平成22年
６月１日 

至平成23年 
５月31日 

売上高（千円）  11,260,675  10,720,506  22,228,571

経常利益（千円）  1,055,640  1,031,940  2,023,835

四半期（当期）純利益（千円）  567,709  602,653  1,145,615

持分法を適用した場合の投資利益

（千円） 
 －  －  －

資本金（千円）  1,150,000  1,150,000  1,150,000

発行済株式総数（千株）  19,164  19,164  19,164

純資産額（千円）  17,532,279  18,064,074  17,927,809

総資産額（千円）  23,781,182  24,459,045  24,243,490

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円） 
 29.65  31.48  59.83

※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  10.00  30.00

自己資本比率（％）  73.72  73.85  73.95

営業活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 1,325,819  701,823  2,661,992

投資活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △127,520  △1,382,612  △671,911

財務活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △288,098  △382,926  △481,138

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円） 
 2,779,058  2,314,086  3,377,801

回次 
第85期

第２四半期 
会計期間 

第86期
第２四半期 
会計期間 

会計期間 

自平成22年
９月１日 

至平成22年 
11月30日 

自平成23年
９月１日 

至平成23年 
11月30日 

１株当たり四半期純利益金額 

（円） 
 16.57  15.17

２【事業の内容】
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  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。 

  

 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。 

  

 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）業績の状況 

  当第２四半期累計期間における世界経済は、欧州における債務問題の深刻化・米国債の格下げ等、先進諸国の政

府債務問題により金融不安が広がり世界経済の減速が懸念される一方、これまで堅調に推移し世界経済の牽引役と

なってきた中国等の新興諸国においても、インフレ懸念による金融引き締めや金融不安の影響で成長の減速傾向が

認められ、先行きの世界経済の見通しはますます不透明な状況となってまいりました。 

 わが国経済は、未曾有の災害をもたらした東日本大震災による生産・輸出の大幅な落ち込みからは、サプライチ

ェーンの復旧により回復の過程をたどっております。しかし、欧米の金融情勢の混乱に伴う円相場の高止まり、原

発事故の影響による電力不足は、輸出企業の採算悪化や生産の海外移転による空洞化を日本経済にもたらすと考え

られます。また、タイの大規模洪水による影響もあり、先行きのわが国経済の見通しは、依然として不透明な状況

であります。 

 このような経営環境にあって当社は、電力不足を補うための火力発電プラントの新設・再稼働やガスタービン発

電への需要、復旧・復興需要に伴う短納期品やメンテナンス要請に一つ一つ丁寧に誠実に応えていくことが、この

国難の時期において社会インフラの一端を担う当社の使命であり、当社の社会的責任（ＣＳＲ）を果たすことであ

ると考えて積極的な営業活動を展開いたしました。また、主要な販売先の造船業界に対しても、積極的な顧客訪問

により客先ニーズの掘り起こしに努めるとともに提案型の受注活動を展開いたしました。しかしながら、 近の超

円高傾向による受注価格の低下や造船市況の低迷による影響は大きく、生産高に見合う十分な受注を確保すること

はできませんでした。 

 この結果、当第２四半期累計期間における受注高は、９，６８６百万円（対前年同期比９．５％増）と前年同期

を８４１百万円上回りました。品種別では、自動調節弁４，３３６百万円、バタフライ弁２，７７１百万円、遠隔

操作装置２，５７９百万円となり、金額ベースの対前年同期比で、それぞれ８９４百万円増、１６８百万円減、１

１４百万円増でありました。 

 売上高では、１０，７２０百万円（対前年同期比４．８％減）を計上し、品種別では、自動調節弁３，８８０百

万円、バタフライ弁３，６４４百万円、遠隔操作装置３，１９４百万円となり、すべて前年同期を下回る実績とな

りましたが、震災の復旧・復興需要に伴う短納期品やメンテナンス関連部品売上が想定以上の水準で推移したこと

等により、期初予想を上回る結果となりました。当第２四半期累計期間末の受注残高は期首に比べて１，０３３百

万円減の１３，５１８百万円となりました。 

 利益面におきましては、経常利益で１，０３１百万円（対前年同期比２．２％減）を計上いたしました。また、

投資有価証券評価損の計上がなかったこともあり、四半期純利益では６０２百万円（対前年同期比６．２％増）と

前年同期・期初予想をいずれも上回りました。 

 なお、当社はバルブ及び遠隔操作装置製造・販売事業の単一セグメントであるため、上記業績についてはセグメ

ント別に代えて品種別に示しております。 
  
(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、税引前四半期純利益の計上、

仕入債務の増加などにより、棚卸資産の増加、法人税等の支払等を吸収して、営業活動によるキャッシュ・フロー

が７０１百万円の収入となりましたが、投資活動によるキャッシュ・フローが有価証券及び投資有価証券の取得等

により１，３８２百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが配当金の支払により３８２百万円の支出と

なり、前事業年度末に比較して１，０６３百万円の減少となりました。この結果、当第２四半期累計期間末の資金

残高は２，３１４百万円（前年同四半期累計期間末は２，７７９百万円）でありました。 

 また、当第２四半期累計期間中における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

２【経営上の重要な契約等】

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】
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（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 当第２四半期累計期間において営業活動の結果獲得した資金は７０１百万円（対前年同期比４７．１％減）となり

ました。 

 これは、主として税引前四半期純利益が１，０３１百万円であり、仕入債務が２４３百万円増加したものの、棚卸

資産が１２７百万円増加し、法人税等の支払額４４０百万円等があったこと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） 

 当第２四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は１，３８２百万円（対前年同期比９８４．２％増）

であります。 

 これは、主として定期預金の満期による収入４００百万円がありましたが、有価証券の取得による支出１，０９６

百万円、投資有価証券の取得による支出５０４百万円、また有形及び無形固定資産の取得による支出が１８３百万円

あったこと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） 

 当第２四半期累計期間において財務活動の結果使用した資金は３８２百万円（対前年同期比３２．９％増）となり

ました。 

 これは、配当金の支払によるものであります。 

  

(3）財政状態の分析 

当第２四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末と比べ２１５百万円増加の２４，４５９百万円となりまし

た。 

  これは、現金及び預金が１，６６３百万円減少しましたが、売上債権が９４百万円、有価証券が１,２９７百万

円、棚卸資産が１２７百万円、投資有価証券が３６４百万円増加したこと等が主要な要因であります。その一方、

負債の部では、仕入債務が２４３百万円増加しましたが、退職給付引当金等の減少により、結果的に前事業年度末

と比べ７９百万円増加の６，３９４百万円となりました。 

 純資産の部では、四半期純利益６０２百万円による利益剰余金の増加が配当金の支払等を吸収し、前事業年度末

と比べ１３６百万円増加の１８，０６４百万円となりました。 

  

(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新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。また同期間に

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活動の金額は、15,388千円であります。  

 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。  

 また、当社は、バルブ及び遠隔操作装置製造・販売事業の単一セグメントであるため、セグメント情報に関連付

けて記載はしておりません。 
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①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

  

 該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。 

  

  

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  76,164,000

計  76,164,000

種類 
第２四半期会計期間末現
在発行数（株） 
（平成23年11月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成24年１月12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  19,164,000

  

 

  

19,164,000
大阪証券取引所 

（市場第二部） 

 単元株式数は 

 1,000株であ 

 ります。  

計    19,164,000  19,164,000 －  －

（２）【新株予約権等の状況】

（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】

（４）【ライツプランの内容】

（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 

（千株） 

発行済株式総
数残高(千株) 

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９月１日～ 

平成23年11月30日   
 －  19,164  －  1,150,000  －  515,871
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     ①【発行済株式】 

         

②【自己株式等】 

  

  

 該当事項はありません。  

（６）【大株主の状況】

  平成23年11月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

宮田 彰久 兵庫県宝塚市  2,783  14.52

中北 博  兵庫県尼崎市   1,259  6.57

中北 健一 兵庫県尼崎市  868  4.53

渡部 育子 東京都千代田区  572  2.98

中北 修  兵庫県尼崎市   550  2.87

宮田 和子 東京都千代田区   545  2.84

宮田 宏章  東京都千代田区  531  2.77

㈱三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１丁目１番２号  432  2.26

住友信託銀行㈱ 大阪市中央区北浜４丁目５番３３号  400  2.09

日本生命保険相互会社  東京都千代田区丸の内１丁目６番６号   400  2.09

計 －  8,341  43.53

（７）【議決権の状況】

  平成23年11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      17,000
－ － 

完全議決権株式（その他） 普通株式   19,086,000  19,086 － 

単元未満株式 普通株式      61,000 －         － 

発行済株式総数  19,164,000 － － 

総株主の議決権 －  19,086 － 

  平成23年11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） 

㈱中北製作所 

大阪府大東市深野

南町１番１号 
 17,000  －  17,000  0.09

計 －  17,000  －  17,000  0.09

２【役員の状況】
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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23年９月１日から平成23

年11月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成23年６月１日から平成23年11月30日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、公認会計士西納 功氏並びに優成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 

 当社に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。 

  

  

  

  

第４【経理の状況】
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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５月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,977,915 3,314,499

受取手形及び売掛金 8,610,365 8,705,032

有価証券 499,886 1,797,608

商品及び製品 802,757 919,710

仕掛品 1,253,406 1,290,251

原材料及び貯蔵品 1,388,532 1,361,817

その他 780,385 798,550

貸倒引当金 △43,370 △43,830

流動資産合計 18,269,879 18,143,640

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,549,166 1,549,166

その他（純額） 2,239,362 2,203,096

有形固定資産合計 3,788,528 3,752,262

無形固定資産 187,254 148,033

投資その他の資産   

投資有価証券 1,605,816 1,969,931

その他 398,363 452,223

貸倒引当金 △6,352 △7,046

投資その他の資産合計 1,997,827 2,415,108

固定資産合計 5,973,610 6,315,404

資産合計 24,243,490 24,459,045

負債の部   

流動負債   

支払手形 163,349 166,283

買掛金 2,721,643 2,961,919

1年内返済予定の長期借入金 1,870,000 1,870,000

賞与引当金 240,000 243,000

製品保証引当金 133,000 130,500

未払法人税等 451,940 428,849

その他 414,808 317,582

流動負債合計 5,994,742 6,118,134

固定負債   

退職給付引当金 208,897 164,505

役員退職慰労引当金 48,730 48,730

資産除去債務 34,249 34,540

その他 29,061 29,061

固定負債合計 320,938 276,836

負債合計 6,315,680 6,394,971
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年５月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年11月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,150,000 1,150,000

資本剰余金 1,479,586 1,479,586

利益剰余金 15,331,338 15,551,053

自己株式 △8,409 △8,409

株主資本合計 17,952,516 18,172,231

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △24,706 △108,157

評価・換算差額等合計 △24,706 △108,157

純資産合計 17,927,809 18,064,074

負債純資産合計 24,243,490 24,459,045
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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22年６月１日 

 至 平成22年11月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年６月１日 

 至 平成23年11月30日) 

売上高 11,260,675 10,720,506

売上原価 9,342,720 8,859,350

売上総利益 1,917,955 1,861,156

販売費及び一般管理費 ※1  910,678 ※1  906,039

営業利益 1,007,276 955,116

営業外収益   

受取利息 14,129 23,212

受取配当金 17,933 20,018

不動産賃貸料 34,285 36,785

為替差益 4,212 1,691

雑収入 8,656 7,525

営業外収益合計 79,218 89,233

営業外費用   

支払利息 10,509 9,854

たな卸資産処分損 20,296 －

雑損失 47 2,555

営業外費用合計 30,854 12,409

経常利益 1,055,640 1,031,940

特別損失   

投資有価証券評価損 53,591 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 6,591 －

特別損失合計 60,182 －

税引前四半期純利益 995,457 1,031,940

法人税等 427,748 429,287

四半期純利益 567,709 602,653
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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22年６月１日 

 至 平成22年11月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年６月１日 

 至 平成23年11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 995,457 1,031,940

減価償却費 240,976 222,181

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 6,591 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 442 1,153

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,000 3,000

製品保証引当金の増減額（△は減少） － △2,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） △54,252 △44,392

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △17,980 －

受取利息及び受取配当金 △32,063 △43,231

支払利息 10,509 9,854

有形固定資産除却損 47 1,378

投資有価証券評価損益（△は益） 53,591 －

売上債権の増減額（△は増加） △149,265 △94,666

たな卸資産の増減額（△は増加） 165,495 △127,082

前渡金の増減額（△は増加） 6,000 6,000

仕入債務の増減額（△は減少） 402,121 243,209

その他 △103,292 △96,530

小計 1,528,378 1,110,315

利息及び配当金の受取額 31,847 41,621

利息の支払額 △9,966 △9,745

法人税等の支払額 △224,440 △440,367

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,325,819 701,823

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） 870,000 400,000

有価証券の取得による支出 △1,000,000 △1,096,419

投資有価証券の取得による支出 △4,300 △504,810

有形及び無形固定資産の取得による支出 △22,807 △183,333

その他 29,586 1,951

投資活動によるキャッシュ・フロー △127,520 △1,382,612

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △287,993 △382,926

自己株式の取得による支出 △104 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △288,098 △382,926

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 910,199 △1,063,715

現金及び現金同等物の期首残高 1,868,858 3,377,801

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  2,779,058 ※1  2,314,086
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    該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

【会計方針の変更等】

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

  
当第２四半期累計期間 

（自 平成23年６月１日 
至 平成23年11月30日） 

税金費用の計算  税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期

純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四

半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

【追加情報】

当第２四半期累計期間
（自 平成23年６月１日 
至 平成23年11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） 

 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】

（四半期貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成23年５月31日） 

当第２四半期会計期間 
（平成23年11月30日） 

受取手形裏書譲渡高 千円62,538 受取手形裏書譲渡高 千円61,546

（四半期損益計算書関係）

前第２四半期累計期間 
（自 平成22年６月１日 
至 平成22年11月30日） 

当第２四半期累計期間 
（自 平成23年６月１日 
至 平成23年11月30日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

  次のとおりであります。  

運賃荷造費 千円214,759

給料手当  281,368

賞与引当金繰入額  69,000

退職給付費用   14,306

研究開発費  47,646

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

  次のとおりであります。  

運賃荷造費 千円219,923

給料手当  278,622

賞与引当金繰入額  64,809

退職給付費用  16,308

研究開発費  15,388

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期累計期間 
（自 平成22年６月１日 
至 平成22年11月30日） 

当第２四半期累計期間 
（自 平成23年６月１日 
至 平成23年11月30日） 

※１ 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     

※１ 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     

（平成22年11月30日現在） （平成23年11月30日現在）

  

現金及び預金勘定 千円3,879,058

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 千円△1,100,000

有価証券勘定に含まれる現金同等物 ―

現金及び現金同等物 千円2,779,058

現金及び預金勘定 千円3,314,499

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 千円△1,700,000

有価証券勘定に含まれる現金同等物 千円699,586

現金及び現金同等物 千円2,314,086
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   Ⅰ 前第２四半期累計期間（自平成22年６月１日 至平成22年11月30日） 

   １．配当に関する事項 

    (1）配当金支払額 

    (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 

       ２．株主資本の金額の著しい変動に関する事項 

      該当事項はありません。 

  

   Ⅱ 当第２四半期累計期間（自平成23年６月１日 至平成23年11月30日） 

   １．配当に関する事項 

    (1）配当金支払額 

    (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 

       ２．株主資本の金額の著しい変動に関する事項 

      該当事項はありません。 

  

    金融商品の当四半期貸借対照表計上額と時価との差額及び前事業年度に係る貸借対照表計上額と時価との差額に

   重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

（株主資本等関係）

 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８月27日 

定時株主総会 
普通株式 287,233 15.0  平成22年５月31日  平成22年８月30日 利益剰余金 

 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１月11日 

取締役会 
普通株式 191,487 10.0  平成22年11月30日  平成23年２月４日 利益剰余金 

 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８月26日 

定時株主総会 
普通株式  382,938  20.0  平成23年５月31日  平成23年８月29日 利益剰余金 

 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１月10日 

取締役会 
普通株式  191,469  10.0  平成23年11月30日  平成24年２月３日 利益剰余金 

（金融商品関係）
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    前事業年度末（平成23年５月31日） 

１．満期保有目的の債券 

   
２．その他有価証券 

  

  

    当第２四半期会計期間末（平成23年11月30日） 

満期保有目的の債券及びその他有価証券が、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。 
１．満期保有目的の債券 

   
２．その他有価証券 

  

  

 記載すべき事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

        該当事項はありません。 

  

当社は、バルブ及び遠隔操作装置製造・販売事業の単一セグメントであるため、記載は省略しております。

（有価証券関係）

  
貸借対照表計上額

（千円） 
時価

（千円） 
差額 

（千円） 

(1）社債 － － － 

(2）その他 499,886 500,000 113 

合計 499,886 500,000 113 

  
取得原価
（千円） 

貸借対照表計上額
（千円） 

差額 
（千円） 

(1）株式 958,839 924,233 △34,606 

(2）債券       

    ①社債 500,000  492,950 △7,050 

合計 1,458,839 1,417,183 △41,656 

  
四半期貸借対照表 

計上額 
（千円） 

時価
（千円） 

差額 
（千円） 

(1）社債 1,303,065  1,301,360  △1,705  

(2）その他 998,984  997,917  △1,067  

合計 2,302,050  2,299,277  △2,773  

  
取得原価
（千円） 

 四半期貸借対照表 
計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

(1）株式 959,215  782,106 △177,109 

(2）債券       

    ①社債 500,000 494,750 △5,250 

合計 1,459,215 1,276,856 △182,359 

（デリバティブ取引関係）

（持分法損益等）

（企業結合等関係）

（セグメント情報等）

【セグメント情報】
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 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。 

（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。 

  

 

  

   平成24年１月10日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

  (イ）中間配当による配当金の総額……………………191,469千円 

  (ロ）１株当たりの金額…………………………………10円00銭 

  (ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成24年２月３日 

   （注）平成23年11月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払を行います。 

  

（１株当たり情報）

  
前第２四半期累計期間

（自 平成22年６月１日 
至 平成22年11月30日） 

当第２四半期累計期間
（自 平成23年６月１日 
至 平成23年11月30日） 

   １株当たり四半期純利益金額 円 銭 29 65 円 銭 31 48

（算定上の基礎）     

四半期純利益金額（千円）  567,709  602,653

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）  567,709  602,653

普通株式の期中平均株式数（千株）  19,148  19,146

（重要な後発事象）

当第２四半期累計期間
（自  平成23年６月１日 
至  平成23年11月30日） 

(法人税の税率等の変更について）  

 平成23年12月２日に「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法

律」(平成23年法律第114号)及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する

特別措置法」（平成23年法律第117号）が公布され、平成24年４月１日以降開始する事業年度より法人税率が変更され

ることとなりました。 

 これに伴い、平成24年６月１日から開始する事業年度以降において解消が見込まれる一時差異については、繰延税

金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が40.69％から38.01％に変更されます。また、平成27年６月１日か

ら開始する事業年度以降において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する

法定実効税率が40.69％から35.64％に変更されます。 

 この変更により、法人税等及び未払法人税等が33,677千円増加し、繰延税金資産(投資その他の資産の「その他」に

表示）及びその他有価証券評価差額金が2,103千円減少いたします。 

２【その他】
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該当事項はありません。 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

                                             平成24年１月11日 

株式会社中北製作所 

取締役会 御中 

  

  公認会計士 西納功事務所 

       公認会計士  西納  功     印 

  優成監査法人 

     
指定社員  

業務執行社員
公認会計士 加藤 善孝     印 

     
指定社員  

業務執行社員
公認会計士 本間 洋一     印 

 私並びに当監査法人は、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

社中北製作所の平成23年６月１日から平成24年５月31日までの第86期事業年度の第２四半期会計期間（平成23年９月１日

から平成23年11月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成23年６月１日から平成23年11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 

私並びに当監査法人の責任は、私並びに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。私並びに当監査法人は、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。 

私並びに当監査法人は、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 

私並びに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、株式会社中北製作所の平成23年11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。 
  

強調事項  

重要な後発事象に記載のとおり、平成23年12月２日に「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得

税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第114号）等が公布された。 

当該事項は、私並びに当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。 

  
利害関係 

会社と私並びに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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