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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、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。 

  

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84期

第１四半期 
累計(会計)期間

第85期
第１四半期 

累計(会計)期間
第84期

会計期間 

自平成21年
６月１日 

至平成21年 
８月31日 

自平成22年
６月１日 

至平成22年 
８月31日 

自平成21年
６月１日 

至平成22年 
５月31日 

売上高（千円）       6,456,396       5,129,211     22,423,110

経常利益（千円）      752,716      507,164       1,881,098

四半期（当期）純利益（千円）       438,234       250,333       1,004,590

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）     17,024,750     17,203,343     17,308,847

総資産額（千円）     24,785,277     22,995,650     23,096,416

１株当たり純資産額（円）       889.04       898.40       903.91

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円） 
      22.88       13.07       52.46

※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）       －       －       30.00

自己資本比率（％）       68.69       74.81       74.94

営業活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
      828,269       509,803       4,254,419

投資活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
      △105,401       △506,235  △691,074

財務活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △1,020,095  △232,753  △2,575,898 

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円） 
      584,185       1,639,672       1,868,858

従業員数（人）       336       375       378
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 当第１四半期会計期間において、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。 

  

  

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

  

  

提出会社の状況 

 （注）従業員数は就業人員であり、平均臨時従業員数（人材会社からの派遣社員を含む）は［ ］内に外数で記載して

おります。 

  

２【事業の内容】

３【関係会社の状況】

４【従業員の状況】

  平成22年８月31日現在

従業員数（人）     ［ ］    375 130
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 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、生産、受注及び販売の状況につい

てはセグメント別に代えて品種別に示しております。  

(1）生産実績 

 当第１四半期会計期間の生産実績を品種別に示すと下表のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価額で表示しております。 

２．上記の生産実績には、協力工場よりの製品の仕入高が以下のとおり含まれています。 

(2）受注の状況 

 当第１四半期会計期間における品種別の受注状況は次のとおりであります。 

 （注） 金額は販売価額で表示しております。 

  

第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

品種別 
当第１四半期会計期間
（22.６～22.８） 
金額（千円） 

  
前年同四半期比（％）  

  

自動調節弁  1,983,930  90.4

バタフライ弁  1,741,246  82.9

遠隔操作装置  1,647,415  84.3

計  5,372,591  86.0

当第１四半期会計期間
（22.６～22.８）（千円） 

前年同四半期比（％）

 1,810,888  86.4

品種別 

当第１四半期会計
期間 
（22.６～22.８） 
受注高（千円） 

前年同四半期比
（％）  

  

当第１四半期会計
期間末（22.８） 
受注残高（千円） 

 前年同四半期比
（％） 

  

自動調節弁  1,676,930  101.5  4,550,096  91.8

バタフライ弁  1,783,917  111.9  8,136,150  96.4

遠隔操作装置  1,152,058  84.1  6,072,310  81.4

計  4,612,905  99.9  18,758,556  90.0
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(3）販売実績 

 当第１四半期会計期間の販売実績を品種別に示すと、次のとおりであります。 

 当社の製品は直接販売（メーカーへの直納）が主でありますが、一部は商社を通しても販売しております。 

 （注）１．金額は販売価額で表示しております。 

２．当第１四半期会計期間の主要な輸出先、輸出高及び輸出比率は次のとおりであります。 

また、（ ）内は総販売実績に対する輸出高の割合であります。 

３．前第１四半期会計期間及び当第１四半期会計期間の主要な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する比率

は次のとおりであります。 

  

品種別 
当第１四半期会計期間
（22.６～22.８） 
販売高（千円） 

前年同四半期比（％）
  

販売構成比（％）

自動調節弁  1,892,679  83.5  36.9

バタフライ弁  1,661,864  76.6  32.4

遠隔操作装置  1,574,668  77.9  30.7

計  5,129,211  79.4  100.0

輸出先 

前第１四半期会計期間
（21.６～21.８） 

当第１四半期会計期間
（22.６～22.８） 

金額（千円） 比率（％） 金額（千円） 比率（％）

中国（香港）  939,036  66.5  644,548  73.2

韓国  394,693  28.0  105,455  12.0

台湾  14,300  1.0  16,104  1.8

その他  63,839  4.5  114,988  13.0

計 
 

（     ％）

1,411,868

21.87
 100.0

 

（     ％）

881,096

17.18
 100.0

相手先 

前第１四半期会計期間
（21.６～21.８） 

当第１四半期会計期間
（22.６～22.８） 

金額（千円） 比率（％） 金額（千円） 比率（％）

康立発展有限公司  855,754  13.2  589,410  11.5

三菱重工業㈱   724,179  11.2  539,148  10.5

2010/10/15 14:06:2110680848_第１四半期報告書_20101015140552

- 4 -



 当第１四半期会計期間において、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。 

  

 文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出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１四半期会計期間における世界経済は、リーマンショック以降の金融危機による不況からようやく回復しつ

つあると見られるものの、各国政府の景気対策等が一巡し効果も限定的となる中、万国博を開催し依然活況を持続

する中国等の新興諸国が有る一方で、ＥＵ諸国における金融不安により世界の株式市場や為替相場が多大な影響を

受けました。また、米国経済も減速懸念が取りざたされる等、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。 

 わが国経済も政府の景気刺激策やこの夏の猛暑効果等により、特に自動車、電機等の業界において業績が好転す

る状況となりましたが、他方では民間設備投資や雇用に関してはあまり改善がみられず、デフレの進行や為替での

一層の円高傾向もあり、企業の国内生産や輸出に与える影響が大きく、先行きのわが国経済の見通しは、持ち直し

つつあるものの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、主要な販売先であります造船業界をはじめ、陸上部門においてもガスター

ビン用バルブや今後期待できる原子力発電プラント関連の受注について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、 近の円高傾向による受注価格の

低落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１四半期会計期間における受注高は、４，６１２百万円（対前年同期比０．１％減）と前年同期

と同水準の受注を確保しました。品種別では、自動調節弁１，６７６百万円、バタフライ弁１，７８３百万円、遠

隔操作装置１，１５２百万円となり、金額ベースの対前年同期比で、それぞれ２４百万円増、１８９百万円増、２

１７百万円減でありました。 

 売上高では、受注品のキャンセルや納期の先延ばしの影響もあり、５，１２９百万円（対前年同期比２０．６％

減）を計上しました。品種別では、自動調節弁１，８９２百万円、バタフライ弁１，６６１百万円、遠隔操作装置

１，５７４百万円となり、すべて前年同期を下回る実績となりました。第１四半期累計期間末の受注残高は期首に

比べて５１６百万円減の１８，７５８百万円となりました。 

 利益面におきましては、経常利益で５０７百万円（対前年同期比３２．６％減）を計上しましたが、投資有価証

券評価損６４百万円の計上もあり、四半期純利益では２５０百万円（対前年同期比４２．９％減）となりました。

  

(2）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上債権が売上の減少や回収

の進展にともなって減少し、営業活動によるキャッシュ・フローが５０９百万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５０６百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが配当金の支払等により２

３２百万円の支出となったため、期首に比較して２２９百万円の減少となりました。この結果、当第１四半期会計

期間末の資金残高は、１，６３９百万円（前年同四半期会計期間末は５８４百万円）でありました。 

 また、当第１四半期会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。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期会計期間において営業活動の結果獲得した資金は５０９百万円（対前年同期比３８．４％減）とな

りました。 

 これは、主として四半期税引前純利益が４３８百万円、売上債権の減少５５８百万円、仕入債務の増加が１６百

万円、法人税等の支払２３０百万円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） 

 当第１四半期会計期間において投資活動の結果使用した資金は５０６百万円（対前年同期比３８０．３％増）で

あります。 

 これは、主として定期預金の増加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１四半期会計期間において財務活動の結果使用した資金は２３２百万円（対前年同期比７７．２％減）とな

２【事業等のリスク】

３【経営上の重要な契約等】

４【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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りました。 

 これは主に、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１四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末と比べ１００百万円減少の２２，９９５百万円となりまし

た。 

  これは、売上債権が売上の減少や回収の進展にともなって５５８百万円減少しましたが、棚卸資産が１４２百万

円増加したことや、現金及び預金が２７０百万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、資産除去債務３３百万円計上しましたが、大きな変動はありませんでした。 

 純資産の部では、四半期純利益による利益剰余金の増加はあったものの配当金の支払等もあり、結果的に大きな

変動はありませんでした。 

  

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題    

 当第１四半期会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 

  当社の研究開発は、急進する技術革新に対処しかつ各需要先のニーズに即応する製品の開発を目指して、前事業

年度中に開発室を立ち上げ、３名の開発専属担当者を中心に研究開発を行っておりますが、必要に応じて設計部

門・現場部門の要員を加えた研究開発プロジェクトチームを結成して対処しております。開発室の発足から日が浅

いためまだ目立った成果はあがっておりませんが、当事業年度に取り組む数件の主要なテーマを選定し、開発にあ

たっております。 

  また、当第１四半期会計期間中において当社が支出した研究開発費の総額は１１百万円であります。 
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(1）主要な設備の状況 

 当第１四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

(2）設備の新設、除却等の計画 

 当第１四半期会計期間において、前事業年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はあ

りません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 

  

第３【設備の状況】
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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。 

  

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。 

  

第４【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１四半期会計期間末現
在発行数（株） 
（平成22年８月31日） 

提出日現在発行数（株）
（平成22年10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  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22年６月１日～ 

平成22年８月31日   
 －  19,164  －  1,150,000  －  515,871

（６）【大株主の状況】
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  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22年5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】 

         

②【自己株式等】 

 （注）当第１四半期会計期間末日現在の自己名義所有株式数は15,189株、その発行済株式総数に対する所有割合は0.1 

        ％ であります。        

  

【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価は、大阪証券取引所市場第二部における市場相場によっております。 

  

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

（７）【議決権の状況】

  平成22年５月31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       15,000
－ － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 19,084,000    19,084 － 

単元未満株式 普通株式     65,000  －         － 

発行済株式総数  19,164,000 － － 

総株主の議決権 －  19,084 － 

  平成22年５月31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 
 15,000  －  15,000  0.1

計 －  15,000  －  15,000  0.1

２【株価の推移】

月別 
平成22年 
６月 

平成22年 
７月 

平成22年
８月 

高（円）  603  598  570

低（円）  556  549  515

３【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。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前第１四半期会計期間（平成21年６月１日から平成21年８月31日まで）及び前第１四半期累計期間（平成21

年６月１日から平成21年８月31日まで）は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第１四半期会計期間（平成

22年６月１日から平成22年８月31日まで）及び当第１四半期累計期間（平成22年６月１日から平成22年８月31日ま

で）は、改正後の四半期財務諸表等規則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、前第１四半期会計期間（平成21年６月１日から平成

21年８月31日まで）及び前第１四半期累計期間（平成21年６月１日から平成21年８月31日まで）に係る四半期財務諸

表については、公認会計士西納 功氏ならびに公認会計士渡邉尚志氏に四半期レビューを受け、当第１四半期会計期

間（平成22年６月１日から平成22年８月31日まで）及び当第１四半期累計期間（平成22年６月１日から平成22年８月

31日まで）に係る四半期財務諸表については、優成監査法人ならびに公認会計士西納 功氏による四半期レビューを

受けております。  

 なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。 

 第84期事業年度                   公認会計士西納 功氏ならびに公認会計士渡邉尚志氏 

 第85期第１四半期会計期間及び第１四半期累計期間   優成監査法人ならびに公認会計士西納 功氏 

  

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５【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）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,109,672 3,838,858

受取手形及び売掛金 8,463,835 9,022,809

商品及び製品 868,111 634,947

仕掛品 1,273,439 1,316,192

原材料及び貯蔵品 1,464,329 1,512,712

その他 1,074,516 812,853

貸倒引当金 △42,790 △45,740

流動資産合計 17,211,114 17,092,634

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,549,166 1,549,166

その他（純額） ※1  2,471,279 ※1  2,536,360

有形固定資産合計 4,020,446 4,085,526

無形固定資産 237,497 256,856

投資その他の資産   

投資有価証券 1,060,050 1,240,002

その他 472,894 427,906

貸倒引当金 △6,352 △6,510

投資その他の資産合計 1,526,592 1,661,398

固定資産合計 5,784,535 6,003,782

資産合計 22,995,650 23,096,416

負債の部   

流動負債   

支払手形 172,256 258,354

買掛金 2,407,747 2,305,315

賞与引当金 126,000 252,000

役員賞与引当金 － 20,500

未払法人税等 194,298 236,287

その他 621,871 434,712

流動負債合計 3,522,174 3,507,170

固定負債   

長期借入金 1,870,000 1,870,000

退職給付引当金 288,536 314,643

役員退職慰労引当金 48,730 66,710

その他 62,865 29,045

固定負債合計 2,270,132 2,280,398

負債合計 5,792,306 5,787,569
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年５月31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 14,627,544 14,664,444

自己株式 △7,406 △7,338

株主資本合計 17,249,724 17,286,692

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △46,381 22,154

評価・換算差額等合計 △46,381 22,154

純資産合計 17,203,343 17,308,847

負債純資産合計 22,995,650 23,096,416
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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21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 6,456,396 5,129,211

売上原価 5,254,073 4,225,274

売上総利益 1,202,323 903,937

販売費及び一般管理費 ※1  472,848 ※1  431,532

営業利益 729,474 472,404

営業外収益   

受取利息及び配当金 18,627 20,500

不動産賃貸料 16,323 17,182

雑収入 2,351 2,757

営業外収益合計 37,302 40,440

営業外費用   

支払利息 8,711 5,289

為替差損 1,815 374

雑損失 3,533 16

営業外費用合計 14,060 5,680

経常利益 752,716 507,164

特別利益   

貸倒引当金戻入額 9,248 3,108

特別利益合計 9,248 3,108

特別損失   

投資有価証券評価損 － 64,764

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 － 71,355

税引前四半期純利益 761,964 438,916

法人税等 323,730 188,583

四半期純利益 438,234 250,333
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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１四半期累計期間 
(自 平成21年６月１日 

 至 平成21年８月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８月31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 761,964 438,916

減価償却費 115,959 119,785

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） △9,248 △3,108

賞与引当金の増減額（△は減少） △186,500 △126,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 9,550 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △28,437 △26,106

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 △18,627 △20,500

支払利息 8,711 5,289

有形固定資産除却損 3,533 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 64,764

売上債権の増減額（△は増加） 1,496,310 558,974

たな卸資産の増減額（△は増加） 232,176 △142,027

前渡金の増減額（△は増加） 3,000 3,000

仕入債務の増減額（△は減少） △768,528 16,333

その他 △18,009 △157,842

小計 1,601,855 720,090

利息及び配当金の受取額 18,373 20,284

利息の支払額 △2,402 －

法人税等の支払額 △789,556 △230,571

営業活動によるキャッシュ・フロー 828,269 509,803

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） 12,000 △500,000

投資有価証券の取得による支出 △150 △150

有形及び無形固定資産の取得による支出 △119,692 △8,117

その他 2,441 2,031

投資活動によるキャッシュ・フロー △105,401 △506,235

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △800,000 －

配当金の支払額 △220,095 △232,685

自己株式の取得による支出 － △68

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,020,095 △232,753

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △297,227 △229,186

現金及び現金同等物の期首残高 881,413 1,868,858

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  584,185 ※1  1,639,672
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

  
当第１四半期会計期間 

（自 平成22年６月１日 
至 平成22年８月31日） 

 会計処理基準に関する事項の変更  資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会

計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用して

おります。 

 これにより、営業利益及び経常利益は1,273千円、税引前四半期純利益は 

7,865千円減少しております。   

【簡便な会計処理】

  
当第１四半期会計期間 

（自 平成22年６月１日 
至 平成22年８月31日） 

１．棚卸資産の評価方法  当第１四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、

前事業年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法に

よっております。 

  また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものに

ついてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっておりま

す。  

２．固定資産の減価償却費の算定方法  事業年度に係る減価償却費の額を按分して算定する方法によっておりま

す。  

３．法人税等並びに繰延税金資産及び繰

延税金負債の算定方法  

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環 

境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、

前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利

用する方法によっております。 

【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１四半期会計期間 

（自 平成22年６月１日 
至 平成22年８月31日） 

税金費用の計算   税金費用については、当第１四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。 

 なお、法人税等調整額は、「法人税等」に含めて表示しております。  
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第１四半期会計期間末 
（平成22年８月31日） 

前事業年度末 
（平成22年５月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 千円3,207,276 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 千円3,102,848

２ 受取手形裏書譲渡高 千円93,219 ２ 受取手形裏書譲渡高 千円123,034

（四半期損益計算書関係）

前第１四半期累計期間 
（自 平成21年６月１日 
至 平成21年８月31日） 

当第１四半期累計期間 
（自 平成22年６月１日 
至 平成22年８月31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。  

※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126,976

給料手当  118,037

賞与引当金繰入額  40,602

役員賞与引当金繰入額  9,550

運賃荷造費 千円101,309

給料手当  145,655

賞与引当金繰入額  31,399

研究開発費  11,179

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期累計期間 
（自 平成21年６月１日 
至 平成21年８月31日） 

当第１四半期累計期間 
（自 平成22年６月１日 
至 平成22年８月31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21年８月31日現在） （平成22年８月31日現在）

  

現金及び預金勘定 千円2,084,185

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 千円△1,500,000

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584,185

現金及び預金勘定 千円4,109,672

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 千円△2,470,000

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1,639,672
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   当第１四半期会計期間末（平成22年８月31日）及び当第１四半期累計期間（自平成22年６月１日 至平成22年 

   ８月31日） 

   １．発行済株式の種類及び総数 

   ２．自己株式の種類及び株式数 

   ３．新株予約権等に関する事項 

    該当事項はありません。 

   ４．配当に関する事項 

   配当金支払額 

       ５．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。 

  

    金融商品の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動がありません。 

  

   当第１四半期会計期間末（平成22年８月31日） 

 その他有価証券で時価のあるものが、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。 

   （注）上記取得原価は、減損処理を行った後の金額であり、その減損処理額は64,764千円であります。 

 なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理

を行い、30～50%未満下落した状態が２期以上継続した場合には、回復可能性等を検討し、回復可能性が乏し

いと判断されたときは、減損処理を行っております。  

  

 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。 

  

    該当事項はありません。 

   

       資産除去債務の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動がありませ 

   ん。 

（株主資本等関係）

  普通株式  19,164,000株 

  普通株式  15,189株 

 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 

（金融商品関係）

（有価証券関係）

  取得原価（千円）
四半期貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円）

株式 951,617  873,416  78,201  

合計 951,617  873,416  78,201  

（デリバティブ取引関係）

（持分法損益等）

（ストック・オプション等関係）

（企業結合等関係）

（資産除去債務関係）
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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。
  

   （追加情報）  

    当第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

   ３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成

   20年３月21日）を適用しております。 

  

    該当事項はありません。 

  

１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額等 

 （注） １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

    該当事項はありません。 

  

  リース取引開始日が平成20年５月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について引き続き通常の賃

貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っておりますが、前事業年度の末日に比べて著しい変動は、認められま

せん。 

  

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

（賃貸等不動産関係）

（１株当たり情報）

当第１四半期会計期間末 
（平成22年８月31日） 

前事業年度末 
（平成22年５月31日） 

１株当たり純資産額 898.40円 １株当たり純資産額 903.91円

前第１四半期累計期間 
（自 平成21年６月１日 
至 平成21年８月31日） 

当第１四半期累計期間 
（自 平成22年６月１日 
至 平成22年８月31日） 

１株当たり四半期純利益金額 22.88円 １株当たり四半期純利益金額 13.07円

（注） 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

きましては、潜在株式がないため記載しておりませ

ん。 

（注） 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

きましては、潜在株式がないため記載しておりませ

ん。 

  
前第１四半期累計期間

（自 平成21年６月１日 
至 平成21年８月31日） 

当第１四半期累計期間
（自 平成22年６月１日 
至 平成22年８月31日） 

１株当たり四半期純利益金額           

四半期純利益（千円）  438,234  250,333

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（千円）  438,234  250,333

期中平均株式数（千株）  19,149  19,148

（重要な後発事象）

（リース取引関係）
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該当事項はありません。  

  

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21年10月７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 

  公認会計士 渡邉尚志事務所 

      公認会計士 渡邉 尚志  印 

 私たちは、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21年６月１日から平成22年５月31日までの第84期事業年度の第１四半期会計期間（平成21年６月１日から平成21年

８月31日まで）及び第１四半期累計期間（平成21年６月１日から平成21年８月31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四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この

四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、私たちの責任は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。 

 私たちは、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により行われており、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限定された手続により行われた。 

 私たち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21年８月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る第１四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。 

 会社と私たちとの間には、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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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成22年10月12日

株式会社中北製作所 

取締役会 御中 

  

  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 

  公認会計士 西納功事務所 

       公認会計士 西納  功    印 

 当監査法人並びに私は、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22年６月１日から平成23年５月31日までの第85期事業年度の第１四半期会計期間（平成22年６月１日

から平成22年８月31日まで）及び第１四半期累計期間（平成22年６月１日から平成22年８月31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四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを

行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人並びに私の責任は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。 

 当監査法人並びに私は、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により行われており、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限定された手続により行われた。 

 当監査法人並びに私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22年８月31日現在の財政状態並びに同日を

もって終了する第１四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。 

  

  会社と当監査法人又は業務執行社員並びに私との間には、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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