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1.  平成26年4月期第2四半期の業績（平成25年5月1日～平成25年10月31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4月期第2四半期 9,318 10.9 414 21.0 340 26.4 216 33.6
25年4月期第2四半期 8,401 △4.6 342 △22.9 269 △26.0 162 △33.5

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4月期第2四半期 23.67 ―
25年4月期第2四半期 17.71 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年4月期第2四半期 17,754 4,678 26.4
25年4月期 17,467 4,495 25.7
（参考） 自己資本   26年4月期第2四半期  4,678百万円 25年4月期  4,495百万円

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   

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4月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00
26年4月期 ― 0.00
26年4月期（予想） ― 6.00 6.00

3. 平成26年 4月期の業績予想（平成25年 5月 1日～平成26年 4月30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 18,900 10.0 700 62.4 500 82.2 300 102.3 32.75



(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4月期2Q 9,240,000 株 25年4月期 9,240,000 株
② 期末自己株式数 26年4月期2Q 80,198 株 25年4月期 78,352 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年4月期2Q 9,160,839 株 25年4月期2Q 9,163,228 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
四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料に記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。業績予想の前提となる条件及
び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料Ｐ.３「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」をご覧ください。 



  

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………   2 

   (１) 経営成績に関する説明 …………………………………………………………   2 

   (２) 財政状態に関する説明 …………………………………………………………   2 

   (３) 業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………   3 

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 …………………………………………   3 

   (１) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ……………………………   3 

   (２) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ……………………   3 

  

３．四半期財務諸表 ………………………………………………………………………   4 

   (１) 四半期貸借対照表 ………………………………………………………………   4 

   (２) 四半期損益計算書 ………………………………………………………………   6 

        第２四半期累計期間 ……………………………………………………………   6 

   (３) 四半期キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………   7 

   (４) 四半期財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………  8 

       (継続企業の前提に関する注記)…………………………………………………  8 

       (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)…………………………  8 

       (セグメント情報等)………………………………………………………………  8 

  

○添付資料の目次

神島化学工業㈱(4026)　平成26年4月期　第2四半期決算短信

1



  

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、政府主導による金融緩和政策や積極的財政政策等のア

ベノミクス効果により円安・株高が進行し景気は緩やかな回復傾向で推移しましたが、他方、一部海外

経済の減速、輸入燃料の高騰等もあり、やや不透明な状況もありました。 

当社建材事業の主要マーケットである住宅市場は、東北地区を中心とした復興需要、金利・地価の先

高感、消費税率引き上げによる駆け込み需要の発生等から堅調に推移しました。 

このような経済・経営環境の中、売上高につきましては9,318百万円となり、建材事業の好調を主因

として前年同四半期比916百万円(10.9％)の増収となりました。 

損益面でも、売上増加を主因として利益は拡大し、営業利益は414百万円と前年同四半期比71百万円

(21.0％)、経常利益は340百万円と同71百万円(26.4％)、四半期純利益は216百万円と同54百万円

(33.6％)の増益と昨年を上回る良好な仕上がりとなりました。 

  

セグメント別の業績は次のとおりであります。 

① 建材事業 

建材事業におきましては、前述の通り良好な市場環境下、従来からの営業活動も結実し、売上高

は6,761百万円と前年同四半期比872百万円(14.8％)の増収となり、セグメント利益(営業利益)も330

百万円と同155百万円(88.5％)の大幅増益となりました。 

  

② 化成品事業 

化成品事業におきましては、国内需要の不振を輸出の拡大によりカバーし、売上高は2,556百万円

と前年同四半期比44百万円(1.8％)の微増となり昨年並みの水準を確保しましたが、セグメント利益

(営業利益)は減価償却負担等から305百万円と同65百万円(17.6％)の減益となりました。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期会計期間の総資産は17,754百万円となり、前事業年度末(以下前年度)に比べ287百万円

増加いたしました。このうち、流動資産は10,101百万円と前年度に比べ592百万円増加いたしました。

主な増加要因は、現金及び預金が428百万円、受取手形及び売掛金が288百万円増加したことによるもの

であります。 

また、固定資産は7,653百万円となり前年度に比べ305百万円減少いたしました。主な減少要因は、有

形固定資産が336百万円減少したことによるものであります。 

流動負債は、6,826百万円と前年度に比べ434百万円減少いたしました。主な減少要因は、短期借入金

が420百万円減少したことによるものであります。 

固定負債は、6,249百万円と前年度に比べ538百万円増加いたしました。主な増加要因は、長期借入金

が465百万円増加したことによるものであります。 

純資産は、4,678百万円と前年度に比べ183百万円増加いたしました。主な増加要因は、利益剰余金が

161百万円増加したことによるものであります。 

  

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

（２）財政状態に関する説明
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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428百万円増加し、当第２四半期会計期間末には1,979百万円となりました。 

当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの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） 

当第２四半期累計期間における営業活動による資金の増加は895百万円(前年同四半期は255百万円

の減少)となりました。 

主な増加要因は、税引前四半期純利益312百万円、減価償却費515百万円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ける投資活動による資金の減少は150百万円(前年同四半期は839百万円

の減少)となりました。 

主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出149百万円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ける財務活動による資金の減少は315百万円(前年同四半期は1,734百万

円の増加)となりました。 

主な増加要因は、長期借入による収入1,200百万円によるものであります。また、主な減少要因

は、短期借入金の純増減額420百万円、長期借入金の返済による支出1,028百万円によるものでありま

す。 

  

平成26年４月期通期の業績予想につきましては、平成25年９月11日の決算発表時に公表いたしました

業績予想から変更はありません。 

なお、今後の動向等により業績予想の修正が必要となった場合には、適時に開示いたします。  

  

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。 

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成25年４月30日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,551 1,979

受取手形及び売掛金 4,188 4,476

商品及び製品 2,232 2,181

仕掛品 683 636

原材料及び貯蔵品 552 582

繰延税金資産 150 154

その他 154 94

貸倒引当金 △4 △4

流動資産合計 9,509 10,101

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,177 2,117

機械及び装置（純額） 3,051 2,804

土地 1,248 1,248

その他（純額） 402 373

有形固定資産合計 6,879 6,543

無形固定資産 15 13

投資その他の資産   

投資有価証券 680 707

繰延税金資産 320 333

その他 62 54

投資その他の資産合計 1,063 1,096

固定資産合計 7,958 7,653

資産合計 17,467 17,754

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,558 2,631

短期借入金 1,800 1,380

1年内返済予定の長期借入金 1,821 1,528

未払金 445 474

未払費用 195 220

賞与引当金 199 230

設備関係支払手形 30 42

その他 209 319

流動負債合計 7,261 6,826
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成25年４月30日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年10月31日) 

固定負債   

長期借入金 4,443 4,908

退職給付引当金 1,033 1,087

役員退職慰労引当金 84 90

その他 149 163

固定負債合計 5,711 6,249

負債合計 12,972 13,076

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,320 1,320

資本剰余金 1,078 1,078

利益剰余金 2,008 2,170

自己株式 △26 △27

株主資本合計 4,380 4,541

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 115 136

評価・換算差額等合計 115 136

純資産合計 4,495 4,678

負債純資産合計 17,467 17,754
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（２）四半期損益計算書 
 第２四半期累計期間 

(単位：百万円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成24年５月１日 
 至 平成24年10月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年５月１日 
 至 平成25年10月31日) 

売上高 8,401 9,318

売上原価 6,113 6,802

売上総利益 2,287 2,515

販売費及び一般管理費 1,945 2,101

営業利益 342 414

営業外収益   

受取配当金 9 9

破損損害金 7 7

雑収入 11 8

営業外収益合計 27 25

営業外費用   

支払利息 83 78

雑支出 17 19

営業外費用合計 100 98

経常利益 269 340

特別損失   

固定資産除却損 4 28

固定資産処分損 2 －

特別損失合計 7 28

税引前四半期純利益 262 312

法人税、住民税及び事業税 48 118

法人税等調整額 52 △23

法人税等合計 100 95

四半期純利益 162 216
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成24年５月１日 
 至 平成24年10月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年５月１日 
 至 平成25年10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 262 312

減価償却費 434 515

固定資産除却損 4 28

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6 0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 57 53

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3 5

受取利息及び受取配当金 △9 △9

支払利息 83 78

売上債権の増減額（△は増加） △164 △289

たな卸資産の増減額（△は増加） △288 67

仕入債務の増減額（△は減少） △544 72

未払又は未収消費税等の増減額 △19 149

その他 8 90

小計 △178 1,076

利息及び配当金の受取額 9 9

利息の支払額 △73 △74

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △12 △116

営業活動によるキャッシュ・フロー △255 895

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 △838 △149

無形固定資産の取得による支出 △0 △1

投資活動によるキャッシュ・フロー △839 △150

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） △30 △420

長期借入れによる収入 2,800 1,200

長期借入金の返済による支出 △970 △1,028

配当金の支払額 △54 △54

その他 △10 △12

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,734 △315

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 639 428

現金及び現金同等物の期首残高 1,547 1,551

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,187 1,979
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当第２四半期累計期間(自 平成25年５月１日 至 平成25年10月31日)  

該当事項はありません。 

  

当第２四半期累計期間(自 平成25年５月１日 至 平成25年10月31日) 

該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第２四半期累計期間(自  平成24年５月１日  至  平成24年10月31日) 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

(注) １．調整額は、以下のとおりであります。 

セグメント利益の調整額△203百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△203百万円が含

まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の総務部門等管理部門に係る費用であ

ります。 

２．セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

Ⅱ 当第２四半期累計期間(自  平成25年５月１日  至  平成25年10月31日) 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

(注) １．調整額は、以下のとおりであります。 

セグメント利益の調整額△221百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△221百万円が含

まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の総務部門等管理部門に係る費用であ

ります。 

２．セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

（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）

（セグメント情報等）

    (単位：百万円)

 
報告セグメント 調整額 

(注)１

四半期損益 
計算書計上額 

(注)２建材事業 化成品事業 計

売上高          

  外部顧客への売上高 5,888 2,512 8,401 ― 8,401

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 5,888 2,512 8,401 ― 8,401

セグメント利益 175 370 546 △203 342
 

    (単位：百万円)

 
報告セグメント 調整額 

(注)１

四半期損益 
計算書計上額 

(注)２建材事業 化成品事業 計

売上高          

  外部顧客への売上高 6,761 2,556 9,318 ― 9,318

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 6,761 2,556 9,318 ― 9,318

セグメント利益 330 305 635 △221 414
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