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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

  

第一部 【企業情報】

回次 第88期中 第89期中 第90期中 第88期 第89期

会計期間

自 平成15年 
  ５月１日 
至 平成15年 
  10月31日

自 平成16年
  ５月１日 
至 平成16年 
  10月31日

自 平成17年
  ５月１日 
至 平成17年 
  10月31日

自 平成15年 
  ５月１日 
至 平成16年 
  ４月30日

自 平成16年
  ５月１日 
至 平成17年 
  ４月30日

(1) 連結経営指標等

売上高 (百万円) 6,848 8,476 8,915 13,806 17,381

経常利益 (百万円) 92 52 413 26 185

中間(当期)純利益又は 
中間純損失(△)

(百万円) 95 △ 83 1 23 171

純資産額 (百万円) 4,575 4,348 4,565 4,539 4,620

総資産額 (百万円) 20,571 21,384 18,853 20,138 19,741

１株当たり純資産額 (円) 496.33 472.16 496.12 492.64 501.90

１株当たり中間(当期) 
純利益又は１株当たり 
中間純損失(△)

(円) 10.34 △ 9.03 0.16 2.52 18.62

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 22.2 20.3 24.2 22.5 23.4

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 420 1,130 189 1,083 2,687

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △ 386 △ 238 △ 254 △ 540 △ 528

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 936 262 △ 633 156 △ 1,530

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高

(百万円) 1,783 2,667 1,440 1,512 2,140

従業員数 (名) 465 495 509 494 511

(2) 提出会社の経営指標等

売上高 (百万円) 6,761 8,439 8,890 13,692 17,338

経常利益 (百万円) 90 56 414 26 192

中間(当期)純利益又は 
中間純損失(△)

(百万円) 93 △ 83 2 22 168

資本金 (百万円) 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320

発行済株式総数 (千株) 9,240 9,240 9,240 9,240 9,240

純資産額 (百万円) 4,575 4,349 4,565 4,541 4,619

総資産額 (百万円) 20,565 21,383 18,851 20,116 19,738

１株当たり中間(年間) 
配当額

(円) ― ― ― 10.00 10.00

自己資本比率 (％) 22.3 20.3 24.2 22.6 23.4

従業員数 (名) 460 490 505 489 507



(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益は、潜在株式がないため記載しておりません。 

３ 提出会社の１株当たり純資産額、１株当たり中間(当期)純利益又は１株当たり中間純損失及び潜在株式調整

後１株当たり中間(当期)純利益については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しておりま

す。 

  



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び連結子会社１社で構成)が営んでいる事業の内容

に重要な変更はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社における状況 

平成17年10月31日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 全社(共通)として、記載している従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門等に所属している

ものであります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成17年10月31日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除く)であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社グループには、神島化学工業詫間労働組合が組織されており、日本化学産業労働組合連盟に属し

ております。グループ内の組合員数は374人でユニオンショップ制であります。 

なお、労使関係は安定しております。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

建材事業 348

工業薬品事業 81

その他の事業 4

全社(共通) 76

合計 509

従業員数(名) 505



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当上期のわが国経済は、企業収益と設備投資が拡大傾向を持続し、個人投資も底堅く推移したことか

ら、景気は緩やかながら回復基調で推移しました。 

当社グループ製品の主要な市場である建材業界におきましては、新設住宅の総着工戸数は前年同期比

4.9％増加したものの依然として低水準の状況が続いております。 

このような状況の中で、当中間連結会計期間の売上高は89億15百万円（前年同期比5.2％増）となり

ました。 

損益につきましても、生産性向上によるコスト低減や高付加価値製品の増加が寄与し、経常利益は４

億13百万円（前年同期は52百万円の利益）となったものの、中間純利益は固定資産の減損損失１億94百

万円、たな卸資産廃棄損・評価損１億18百万円を特別損失として計上したため１百万円（前年同期は83

百万円の純損失）となりました。 

今後の見通しといたしましては、引き続き景気は堅調に推移するものと思われますが、原油価格の動

向、米国・中国経済の動向など懸念要因もあり、依然先行き不透明で予断を許さない経営環境が続くも

のと予想されます。 

当社グループといたしましては、このような状況の中で営業力の強化・収益の改善強化に取り組み、

より堅固な経営基盤の構築に取り組んでまいる所存でございます。 

  

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① 建材事業 

建材事業は、直接販売体制の拡充に取り組み販路拡大に努め、その結果、当中間連結会計期間の建

材事業の売上高は74億15百万円（前年同期比4.7％増）、営業利益は５億47百万円(前年同期比

113.5％増)となりました。 

② 工業薬品事業 

工業薬品事業は、引き続ききめ細かい営業を積極的に推進した結果、当中間連結会計期間の売上高

は14億74百万円（前年同期比8.7％増）、営業利益は２億99百万円(前年同期比28.9％増)となりまし

た。 

③ その他の事業 

その他の事業では、当中間連結会計期間の魚の養殖事業が不振で売上高が25百万円（前年同期比

31.4％減）、営業損失は13百万円(前年同期は３百万円の損失)となりました。 

  

所在地別セグメントの業績については、前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間に在外支店及び

在外連結子会社がないため記載しておりません。 

(注) 上記の金額には消費税等を含んでおりません。 

  



(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動により１億89百万円増加しました

が、投資活動により２億54百万円減少し、財務活動によって６億33百万円減少した結果、前連結会計年

度末から６億99百万円減少し、14億40百万円となりました。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

税金等調整前中間純利益１億67百万円（前中間連結会計期間は75百万円の純損失）に加え、非資金費

用である減価償却費４億50百万円を計上しましたが、仕入債務の減少５億58百万円等により、営業活動

によるキャッシュ・フローは１億89百万円の収入となり、前中間連結会計期間に比べ９億41百万円収入

額が減少しました。 

(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３億53百万円等により、投資活動によるキャッシュ・フローは２億54

百万円の支出となり、前中間連結会計期間に比べ支出額が16百万円増加しました。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

主に社債の償還による支出４億93百万円等により、財務活動によるキャッシュ・フローは６億33百万

円の支出（前中間連結会計期間は２億62百万円の収入）となりました。 

  

２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 
  

 
(注) １ 金額は販売価格であります。 

２ 上記の金額には消費税等を含んでおりません。 

  

(2) 受注実績 

当社グループの生産は主として見込生産であります。 

  

事業の種類別セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同期比(％)

建材事業 6,992 114.5

工業薬品事業 1,487 119.0

その他の事業 4 44.5

合計 8,484 115.2



(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 
  

 
(注) １ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績に対する割合は、次のとおりであります。 
  

 
２ 上記の金額には消費税等を含んでおりません。 

  

３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新

たな事項はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行っておりません。 

  

５ 【研究開発活動】 

当社グループの研究開発活動は、顧客第一を基本理念とし、市場ニーズの多様化に即応した新製品の着

想を得ると共に、鋭意研究開発を進めております。 

主な研究開発の概要は次のとおりで、当中間連結会計期間の研究開発費の総額は、２億75百万円とな

り、売上高比3.1％でありました。 

(1) 建材事業では、高級化粧内装材、高耐久外装材を市場投入し、さらに常に市場を見つめ、市場ニ

ーズを探索して商品開発に取り組んでおります。 

当事業に係る研究開発費は、１億88百万円であります。 

(2) 工業薬品事業では、マグネシウム類の機能を活かした応用研究を進め、新しい組成、特性向上の

技術研究に取り組んでおります。 

当事業に係る研究開発費は、35百万円であります。 

なお、各事業部門に含まれない研究開発費は、51百万円であります。 

  

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同期比(％)

建材事業 7,415 104.7

工業薬品事業 1,474 108.7

その他の事業 25 68.6

合計 8,915 105.2

相手先
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％)

大東建託株式会社 1,465 17.3 2,265 25.4



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、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】 

該当事項はありません。 



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

種類 会社が発行する株式の総数(株)

普通株式 36,000,000

計 36,000,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成17年10月31日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年１月25日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容

普通株式 9,240,000 9,240,000
大阪証券取引所
市場第二部

―

計 9,240,000 9,240,000 ― ―

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
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 
(百万円)

平成17年５月１日～ 
平成17年10月31日

― 9,240 ― 1,320 ― 1,078



(4) 【大株主の状況】 

平成17年10月31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(％)

神島化学従業員持株会 大阪市中央区高麗橋四丁目２番７号 1,562 16.91

同和鉱業㈱ 東京都千代田区丸ノ内一丁目８番２号 843 9.12

㈱みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸ノ内一丁目３番３号 361 3.90

ニッセイ同和損害保険㈱ 大阪市北区西天満四丁目15番10号 330 3.57

日鉄鉱業㈱ 東京都千代田区丸ノ内二丁目３番２号 275 2.97

富 田 一 郎 兵庫県芦屋市大原町17番６号 206 2.23

東洋電化工業㈱ 高知県高知市萩町２丁目２番25号 150 1.62

武 田 良 一 香川県綾歌郡宇多津町浜五番丁61番６号 148 1.60

大 橋 花 子 香川県丸亀市富士見町二丁目６番11号 126 1.36

富 田 真 平 神奈川県鎌倉市岡本1022番10号 93 1.01

計 ― 4,095 44.31



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年10月31日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が4,000株(議決権4個)含まれ

ております。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式782株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成17年10月31日現在 

 
  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

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

  

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 37,000

― ―

完全議決権株式(その他)  
普通株式 8,916,000 8,916 ―

単元未満株式  
普通株式 287,000 ― １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 9,240,000 ― ―

総株主の議決権 ― 8,916 ―

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) 
神島化学工業株式会社

大阪市中央区高麗橋四丁目
２番７号

37,000 ― 37,000 0.4

計 ― 37,000 ― 37,000 0.4

月別 平成17年５月 平成17年６月 平成17年７月 平成17年８月 平成17年９月 平成17年10月

最高(円) 337 359 460 432 420 415

最低(円) 310 320 335 360 393 394



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

ただし、前中間連結会計期間(平成16年５月１日から平成16年10月31日まで)については、「財務諸表

等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日 内閣府

令第５号)附則第３項のただし書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しておりま

す。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

ただし、前中間会計期間(平成16年５月１日から平成16年10月31日まで)については、「財務諸表等の

用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日 内閣府令第

５号)附則第３項のただし書きにより、改正前の中間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、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成16年５月１日から平成16年

10月31日まで)及び当中間連結会計期間(平成17年５月１日から平成17年10月31日まで)の中間連結財務諸

表並びに前中間会計期間(平成16年５月１日から平成16年10月31日まで)及び当中間会計期間(平成17年５

月１日から平成17年10月31日まで)の中間財務諸表について、あずさ監査法人により中間監査を受けてお

ります。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

前中間連結会計期間末

(平成16年10月31日)

当中間連結会計期間末

(平成17年10月31日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年４月30日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 2,817 1,590 2,290

 ２ 受取手形及び 
   売掛金

※５ 4,587 4,496 4,223

 ３ たな卸資産 5,358 4,067 4,338

 ４ その他 186 492 461

   貸倒引当金 △ 36 △ 41 △ 38

   流動資産合計 12,912 60.4 10,605 56.3 11,274 57.1

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産
※１ 
※２ 
※３

  (1) 建物及び 
    構築物

2,469 2,376 2,404

  (2) 機械装置 
    及び運搬具

3,706 3,545 3,485

  (3) 土地 1,480 1,297 1,480

  (4) その他 156 7,813 139 7,359 222 7,594

 ２ 無形固定資産 4 4 29 29 4 4

 ３ 投資その他の 
   資産

  (1) その他 
    投資等

※２ 726 946 948

   貸倒引当金 △ 83 643 △ 92 853 △ 86 861

   固定資産合計 8,462 39.6 8,243 43.7 8,460 42.9

Ⅲ 繰延資産

 １ 社債発行費 9 4 6

   繰延資産合計 9 0.0 4 0.0 6 0.0

   資産合計 21,384 100.0 18,853 100.0 19,741 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成16年10月31日)

当中間連結会計期間末

(平成17年10月31日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年４月30日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び 
   買掛金

※５ 3,611 2,839 3,398

 ２ 短期借入金 600 600 ―

 ３ 一年内返済 
   予定の長期 
   借入金

※２ 2,321 4,871 2,015

 ４ 未払法人税等 ― 212 62

 ５ その他
※２ 
※５

1,911 1,743 1,946

   流動負債合計 8,443 39.5 10,266 54.5 7,422 37.6

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 ※２ 663 175 420

 ２ 長期借入金 ※２ 7,273 3,127 6,630

 ３ 繰延税金負債 44 ― ―

 ４ 退職給付 
   引当金

474 561 502

 ５ 役員退職慰労 
   引当金

136 157 144

   固定負債合計 8,591 40.2 4,021 21.3 7,697 39.0

   負債合計 17,035 79.7 14,287 75.8 15,120 76.6

(資本の部)

Ⅰ 資本金 1,320 6.2 1,320 7.0 1,320 6.7

Ⅱ 資本剰余金 1,078 5.0 1,078 5.7 1,078 5.5

Ⅲ 利益剰余金 1,894 8.8 2,058 10.9 2,148 10.9

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金

65 0.3 120 0.7 83 0.4

Ⅴ 自己株式 △ 8 0.0 △ 11 △ 0.1 △ 9 △ 0.1

   資本合計 4,348 20.3 4,565 24.2 4,620 23.4

   負債資本合計 21,384 100.0 18,853 100.0 19,741 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

 

前中間連結会計期間

(自 平成16年５月１日
至 平成16年10月31日)

当中間連結会計期間

(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書
(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 8,476 100.0 8,915 100.0 17,381 100.0

Ⅱ 売上原価 6,251 73.8 6,258 70.2 12,971 73.6

   売上総利益 2,224 26.2 2,657 29.8 4,590 26.4

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費

 １ 運送費 1,274 1,386 2,635

 ２ 貸倒引当金 
   繰入額

22 8 40

 ３ 役員報酬 67 68 132

 ４ 給与 201 205 402

 ５ 賞与手当 72 68 138

 ６ 退職給付費用 13 13 28

 ７ 役員退職慰労 
   引当金繰入額

29 12 37

 ８ その他 338 2,021 23.8 362 2,125 23.8 698 4,114 23.7

   営業利益 203 2.4 532 6.0 475 2.7

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 0 0 0

 ２ 受取配当金 4 5 5

 ３ 雑収入 8 12 0.1 9 15 0.1 14 20 0.1

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 138 116 265

 ２ 雑支出 24 163 1.9 18 134 1.5 44 310 1.8

   経常利益 52 0.6 413 4.6 185 1.0

Ⅵ 特別利益

 １ 投資有価証券 
   売却益

― 67 ―

   ２ 受取保険金  ― ― ―  ― 67 0.8 75 75 0.5

Ⅶ 特別損失

 １ たな卸資産 
   廃棄損

80 69 142

 ２ たな卸資産 
   評価損

36 48 395

 ３ 固定資産 
   除却損

11 ― 27

  ４ 減損損失 ※１ ― 128 1.5 194 312 3.5 ― 565 3.3

   税金等調整前 
   中間純利益 
   又は中間 
   (当期)純損失 
   (△)

△ 75 △ 0.9 167 1.9 △ 305 △ 1.8

   法人税、 
   住民税及び 
   事業税

7 193 34

   法人税等 
   調整額

― 7 0.1 △ 26 166 1.9 △ 510 △ 476 △ 2.8

   中間(当期) 
   純利益又は 
   中間純損失 
   (△)

△ 83 △ 1.0 1 0.0 171 1.0



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成16年５月１日
至 平成16年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

前連結会計年度
(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

(資本剰余金の部)

Ⅰ 資本剰余金期首残高 1,078 1,078 1,078

Ⅱ 資本剰余金中間期末 
  (期末)残高

1,078 1,078 1,078

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 2,069 2,148 2,069

Ⅱ 利益剰余金増加高

 １ 中間(当期)純利益 ― ― 1 1 171 171

Ⅲ 利益剰余金減少高

 １ 配当金 92 92 92

 ２ 中間純損失 83 175 ― 92 ― 92

Ⅳ 利益剰余金中間期末 
  (期末)残高

1,894 2,058 2,148



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

前中間連結会計期間

(自 平成16年５月１日
至 平成16年10月31日)

当中間連結会計期間

(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー

   税金等調整前中間純利益 
   又は中間(当期)純損失 
   (△)

△ 75 167 △ 305

     減価償却費 479 450 962

       減損損失 ― 194 ―

    受取保険金 ― ― △ 75

   固定資産除却損 11 ― 27

   貸倒引当金の増減額 
   (減少は△)

17 8 23

   退職給付引当金の増減額 
   (減少は△)

57 59 85

   役員退職慰労引当金の 
   増減額(減少は△)

△ 34 12 △ 26

   投資有価証券売却益 ― △ 67 ―

   受取利息及び配当金 △ 4 △ 5 △ 5

   支払利息 138 116 265

   売上債権の増減額 
   (増加は△)

△ 720 △ 273 △ 356

   たな卸資産の増減額 
   (増加は△)

323 270 1,343

   仕入債務の増減額 
   (減少は△)

953 △ 558 740

   その他 123 △ 24 189

   小計 1,270 349 2,869

   利息及び配当金の受取額 4 5 6

   利息の支払額 △ 132 △ 111 △ 260

    保険金の受取額 ― ― 84

   法人税等の支払額 △ 12 △ 54 △ 12

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

1,130 189 2,687

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

   投資有価証券の取得 
   による支出

― △ 20 △ 59

   投資有価証券の売却 
   による収入

― 144 ―

   有形固定資産の取得 
   による支出

△ 238 △ 353 △ 468

   その他 ― △ 26 ―

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△ 238 △ 254 △ 528



 
  

前中間連結会計期間

(自 平成16年５月１日
至 平成16年10月31日)

当中間連結会計期間

(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅲ 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 
   (減少は△)

― 600 △ 600

   長期借入による収入 1,700 400 2,100

   長期借入金の返済による 
   支出

△ 1,101 △ 1,047 △ 2,450

   社債の償還による支出 △ 243 △ 493 △ 486

   配当金の支払額 △ 92 △ 92 △ 92

   その他 △ 1 △ 1 △ 2

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

262 △ 633 △ 1,530

Ⅳ 現金及び現金同等物 
  の増減額(減少は△)

1,154 △ 699 627

Ⅴ 現金及び現金同等物 
  の期首残高

1,512 2,140 1,512

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

2,667 1,440 2,140



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  
前中間連結会計期間
(自 平成16年５月１日
至 平成16年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

前連結会計年度
(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30日)

１ 連結の範囲に関する事項

   すべての子会社を連結の範囲

に含めております。

  連結子会社の数  １社

  連結子会社の名称 神島物産㈱

１ 連結の範囲に関する事項

同左

１ 連結の範囲に関する事項

同左

２ 持分法の適用に関する事項

   該当事項はありません。

２ 持分法の適用に関する事項

同左

２ 持分法の適用に関する事項

同左

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

   連結子会社の中間決算日は、

中間連結決算日と同一でありま

す。

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

同左

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項

連結子会社の事業年度末日

は、連結決算日と同一でありま

す。

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

  ①有価証券

   その他有価証券

    時価のあるもの

     中間決算末日の市場価格

等に基づく時価法(評価

差額は、全部資本直入法

により処理し、売却原価

は、移動平均法により算

定)

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

  ①有価証券

同左

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

  ①その他有価証券

    時価のあるもの

     決算期末日の市場価格等

に基づく時価法(評価差

額は、全部資本直入法に

より処理し、売却原価

は、移動平均法により算

定)

    時価のないもの

     移動平均法による原価法

    時価のないもの

     移動平均法による原価法

  ②デリバティブ

   時価法

  ②デリバティブ

同左

  ②デリバティブ

同左

  ③たな卸資産

   移動平均法による原価法

  ③たな卸資産

同左

  ③たな卸資産

同左

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却方法

  ①有形固定資産

   定率法

    ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物(建物附

属設備を除く)については、

定額法を採用しております。

    なお、耐用年数及び残存価

額については、法人税法に規

定する方法と同一の基準によ

っております。

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却方法

  ①有形固定資産

同左

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却方法

  ①有形固定資産

同左

  ②無形固定資産

   定額法

なお、ソフトウエア(自社

利用分)については、社内に

おける利用可能期間(５年)に

基づく定額法を採用しており

ます。

  ②無形固定資産

同左

  ②無形固定資産

同左



前中間連結会計期間
(自 平成16年５月１日
至 平成16年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

前連結会計年度
(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30日)

 (3) 繰延資産の処理方法

   社債発行費

    商法施行規則の規定に基づ

き、３年間で毎期均等額を償

却しております。

 (3) 繰延資産の処理方法

   社債発行費

同左

 (3) 繰延資産の処理方法

   社債発行費

同左

 (4) 重要な引当金の計上基準

  ①貸倒引当金

    債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権につい

ては、個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上

しております。

 (4) 重要な引当金の計上基準

  ①貸倒引当金

同左

 (4) 重要な引当金の計上基準

  ①貸倒引当金

同左

  ②退職給付引当金

    従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務の見込額に

基づき、当中間連結会計期間

末において発生していると認

められる額を計上しておりま

す。

なお、会計基準変更時差異

(613百万円)については、15

年による按分額を費用処理し

ております。

    数理計算上の差異は、発生

年度に一括処理しておりま

す。

  ②退職給付引当金

同左

  ②退職給付引当金

    従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務の見込額に

基づき計上しております。

なお、会計基準変更時差異

(613百万円)については、15

年による按分額を費用処理し

ております。

    数理計算上の差異は、発生

年度に一括処理しておりま

す。

  ③役員退職慰労引当金

    役員の退職により支給する

役員退職慰労金に充てるた

め、内規に基づく中間期末要

支給額を計上することとして

おります。

  ③役員退職慰労引当金

同左

  ③役員退職慰労引当金

    役員の退職により支給する

役員退職慰労金に充てるた

め、内規に基づく期末要支給

額を計上することとしており

ます。

 (5) 重要なリース取引の処理方法

    リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

 (5) 重要なリース取引の処理方法

同左

 (5) 重要なリース取引の処理方法

同左

 (6) 重要なヘッジ会計の方法

  ①ヘッジ会計の方法

    繰延ヘッジ処理によってお

ります。

    ただし、特例処理の要件を

満たす金利スワップ取引につ

いては、特例処理を採用して

おります。

 (6) 重要なヘッジ会計の方法

  ①ヘッジ会計の方法

同左

 (6) 重要なヘッジ会計の方法

  ①ヘッジ会計の方法

同左



 
中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間
(自 平成16年５月１日
至 平成16年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

前連結会計年度
(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30日)

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象

   ・ヘッジ手段…金利スワップ

取引

   ・ヘッジ対象…借入金の支払

利息

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

  ③ヘッジ方針及びヘッジの有効

性評価

    リスク管理規程に基づき、

金利変動リスクをヘッジする

ためにヘッジ取引を実施し、

ヘッジ対象との相関性をみて

有効性を評価しております。

  ③ヘッジ方針及びヘッジの有効

性評価

同左

  ③ヘッジ方針及びヘッジの有効

性評価

同左

 (7) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項

    消費税等の会計処理方法

     税抜方式によっておりま

す。

 (7) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項

    消費税等の会計処理方法

同左

 (7) その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項

    消費税等の会計処理方法

同左

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

   手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなってお

ります。

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

同左

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

同左

前中間連結会計期間 
(自 平成16年５月１日 
 至 平成16年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年５月１日 
 至 平成17年10月31日)

前連結会計年度 
(自 平成16年５月１日 
 至 平成17年４月30日)

――― (固定資産の減損に係る会計基準) ―――

 当中間連結会計期間から「固
定資産の減損に係る会計基準」
（「固定資産の減損に係る会計
基準の設定に関する意見書」
(企業会計審議会 平成14年８
月９日)）及び「固定資産の減
損に係る会計基準の適用指針」
(企業会計基準委員会 平成15
年10月31日 企業会計基準適用
指針第６号)を適用しておりま
す。
 これにより税金等調整前中間
純利益が１億94百万円減少して
おります。

 なお、減損損失累計額につい
ては、改正後の中間連結財務諸
表規則に基づき当該各資産の金
額から直接控除しております。



表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年５月１日 
 至 平成16年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年５月１日 
 至 平成17年10月31日)

前連結会計年度 
(自 平成16年５月１日 
 至 平成17年４月30日)

――― (中間連結貸借対照表) ―――

 前中間連結会計期間において
流動負債の「その他」に含めて
表示しておりました「未払法人
税等」(前中間連結会計期間22
百万円)については、資産総額
の100分の1超となったため、当
中間連結会計期間より区分掲載
しております。



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

前中間連結会計期間末 
(平成16年10月31日)

当中間連結会計期間末
(平成17年10月31日)

前連結会計年度末 
(平成17年４月30日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

18,390百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

19,313百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

18,863百万円

※２ 担保資産

 (1) 財団抵当に供している資産額

建物及び構築物 2,416百万円

機械装置及び 
運搬具

3,671百万円

土地 1,111百万円

その他 145百万円

計 7,345百万円

※２ 担保資産

 (1) 財団抵当に供している資産額

建物及び構築物 2,326百万円

機械装置及び
運搬具

3,462百万円

土地 1,111百万円

その他 131百万円

計 7,031百万円

※２ 担保資産

 (1) 財団抵当に供している資産額

建物及び構築物 2,352百万円

機械装置及び 
運搬具

3,397百万円

土地 1,111百万円

その他 135百万円

計 6,996百万円

  上記に対応する社債及び借入金

一年内返済予定 
の長期借入金

1,011百万円

一年内償還予定 
の社債

570百万円

社債 310百万円

長期借入金 5,311百万円

計 7,202百万円
 

  上記に対応する社債及び借入金

一年内返済予定
の長期借入金

3,916百万円

一年内償還予定
の社債

310百万円

長期借入金 1,395百万円

計 5,621百万円

  上記に対応する社債及び借入金

一年内返済予定
の長期借入金

1,016百万円

一年内償還予定
の社債

570百万円

社債 150百万円

長期借入金 4,789百万円

計 6,525百万円

 (2) 財団以外の担保に供している

資産額

建物及び構築物 4百万円

土地 61百万円

その他投資等 167百万円

計 233百万円
 

 (2) 財団以外の担保に供している

資産額

建物及び構築物 3百万円

土地 61百万円

計 65百万円

 (2) 財団以外の担保に供している

資産額

建物及び構築物 4百万円

土地 61百万円

その他投資等 180百万円

計 245百万円

  上記に対応する借入金

一年内返済予定
の長期借入金

500百万円

長期借入金 100百万円

計 600百万円

  上記に対応する借入金

一年内返済予定
の長期借入金

200百万円

長期借入金 125百万円

計 325百万円

  上記に対応する借入金

一年内返済予定
の長期借入金

300百万円

長期借入金 225百万円

計 525百万円

※３  国庫補助金の受入れによる

圧縮記帳累計額は、機械装置

及び運搬具99百万円、その他

155百万円であります。

※３  国庫補助金の受入れによる

圧縮記帳累計額は、機械装置

及び運搬具99百万円、その他

155百万円であります。

※３  国庫補助金の受入れによる

圧縮記帳累計額は、機械装置

及び運搬具99百万円、その他

155百万円であります。

 ４ 受取手形割引高

320百万円

 ４ 受取手形割引高

―

 ４ 受取手形割引高

190百万円

※５  中間連結会計期間末日満期

手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理

しております。 

 なお、当中間連結会計期間

末日が金融機関の休日であっ

たため、次の中間連結会計期

間末日満期手形が、中間連結

会計期間末残高に含まれてお

ります。

 受取手形 170百万円

 支払手形 539百万円

 流動負債 
 「その他」

41百万円 
 

―――

 

※５  期末日満期手形の会計処理

は、手形交換日をもって決済

処理しております。 

 したがって、当期末は金融

機関休業日のため、下記の期

末日満期手形が期末残高に含

まれております。 

受取手形 225百万円

支払手形 572百万円

設備関係
 支払手形

17百万円



(中間連結損益計算書関係) 

 
(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年５月１日 
 至 平成16年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年５月１日 
 至 平成17年10月31日)

前連結会計年度 
(自 平成16年５月１日 
 至 平成17年４月30日)

※１     ――― ※1 減損損失 ※１     ―――

当社グループは、以下の資産グルー
プについて減損損失を計上しまし
た。
(1)減損損失を認識した資産

 

用途 種類 場所
遊休資
産

土地
香川県三豊
市

(2)資産のグルーピングの方法

 事業用資産については事業
部ごとに、遊休資産について
は各物件ごとにグルーピング
を行っております。

(3)減損損失を認識するに至った経緯

 遊休資産のうち、市場価額

が帳簿価額に対して著しく下

落した資産について帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失として

認識したものであります。

(4)減損損失の金額及び主な固定資産

  ごとの当該金額の内訳

   土地       194百万円

(5)回収可能価額の算定方法

 回収可能価額は正味売却価

額により測定し、主に不動産

鑑定評価額により評価してお

ります。

前中間連結会計期間
(自 平成16年５月１日
至 平成16年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

前連結会計年度
(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30日)

 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

現金及び預金勘定 2,817百万円

預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金

△150百万円

現金及び現金同等物 2,667百万円
 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

現金及び預金勘定 1,590百万円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金

△150百万円

現金及び現金同等物 1,440百万円
 

現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

現金及び預金勘定 2,290百万円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金

△150百万円

現金及び現金同等物 2,140百万円



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成16年５月１日
至 平成16年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

前連結会計年度
(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30日)

 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

(借主側)

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額
機械装置 
及び 
運搬具 
(百万円)

その他 
(工具器 
具備品) 
(百万円)

無形固
定資産

(百万円)

合計

(百万円)

取得価額 
相当額

388 32 10 430

減価償却 
累計額 
相当額

64 14 4 83

中間期末 
残高相当 
額

323 17 6 346

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

(借主側)

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額

取得価額相
当額

(百万円)

減価償却累
計額相当額

(百万円)

中間期末残
高相当額

(百万円)

機械装置 
及び運搬具

410 111 299

その他 
(工具器具 
備品)

57 20 37

無形固定 
資産

13 6 7

合計 481 137 344  

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

(借主側)

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び期末残高

相当額

取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却累 
計額相当額 
(百万円)

期末残高 
相当額 
(百万円)

機械装置 
及び運搬具

402 87 315

その他 
(工具器具 
備品)

32 18 14

無形固定 
資産

10 5 5

合計 444 110 334

②未経過リース料中間期末残高相当

額

１年内 46百万円

１年超 311百万円

合計 358百万円

②未経過リース料中間期末残高相当

額

１年内 57百万円

１年超 305百万円

合計 362百万円

②未経過リース料期末残高相当額

１年内 49百万円

１年超 299百万円

合計 349百万円

③支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

支払リース料 31百万円

減価償却費相当額 25百万円

支払利息相当額 8百万円

③支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

支払リース料 36百万円

減価償却費相当額 29百万円

支払利息相当額 11百万円

③支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

支払リース料 64百万円

減価償却費相当額 52百万円

支払利息相当額 18百万円

④減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。

④減価償却費相当額の算定方法

同左

④減価償却費相当額の算定方法

同左

⑤利息相当額の算定方法

  リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。

⑤利息相当額の算定方法

同左

⑤利息相当額の算定方法

同左



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成16年10月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

  

 
  

当中間連結会計期間末(平成17年10月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

  

 
  

区分
取得原価
(百万円)

中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額 
(百万円)

その他有価証券

株式 340 450 109

計 340 450 109

区分
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)

その他有価証券

非上場株式(店頭売買株式を除く) 4

計 4

区分
取得原価
(百万円)

中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額 
(百万円)

その他有価証券

株式 343 545 202

計 343 545 202

区分
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)

その他有価証券

非上場株式 4

計 4



前連結会計年度末(平成17年４月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

  

 
  

(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末、当中間連結会計期間末及び前連結会計年度末については、すべてヘッジ会計

を適用しており、開示の対象から除いております。 

  

区分
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額 
(百万円)

その他有価証券

株式 400 541 140

計 400 541 140

区分
連結貸借対照表計上額

(百万円)

その他有価証券

非上場株式 4

計 4



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成16年５月１日 至 平成16年10月31日) 

  

 
(注) １  事業の区分は主として、内部管理上採用している区分によっております。 

２  各事業区分の主要製・商品 

(1) 建材事業…………住宅・ビル用不燃内外装材 

(2) 工業薬品事業……マグネシウム類薬品、カルシウム類薬品、セラミックス原料及び製品 

(3) その他の事業……養殖魚、セメント等建築資材 

３  営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、285百万円であり、その主な

ものは、親会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

  

当中間連結会計期間(自 平成17年５月１日 至 平成17年10月31日) 

  

 
(注) １  事業の区分は主として、内部管理上採用している区分によっております。 

２  各事業区分の主要製・商品 

(1) 建材事業…………住宅・ビル用不燃内外装材 

(2) 工業薬品事業……マグネシウム類薬品、カルシウム類薬品、セラミックス原料及び製品 

(3) その他の事業……養殖魚、セメント等建築資材 

３  営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は303百万円であり、その主なも

のは、親会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

  

建材事業 
(百万円)

工業薬品事業
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

  (1) 外部顧客に対する 
    売上高

7,082 1,356 36 8,476 ― 8,476

  (2) セグメント間の内部 
    売上高又は振替高

― ― 127 127 (127) ―

計 7,082 1,356 164 8,604 (127) 8,476

営業費用 6,825 1,124 168 8,118 154 8,272

営業利益又は営業損失(△) 256 232 △3 485 (282) 203

建材事業 
(百万円)

工業薬品事業
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

  (1) 外部顧客に対する 
    売上高

7,415 1,474 25 8,915 ― 8,915

  (2) セグメント間の内部 
    売上高又は振替高

― ― 139 139 (139) ―

計 7,415 1,474 164 9,054 (139) 8,915

営業費用 6,868 1,174 177 8,220 162 8,383

営業利益又は営業損失(△) 547 299 △13 834 (301) 532



前連結会計年度(自 平成16年５月１日 至 平成17年４月30日) 

  

 
(注) １  事業の区分は主として、内部管理上採用している区分によっております。 

２  各事業区分の主要製・商品 

(1) 建材事業…………住宅・ビル用不燃内外装材 

(2) 工業薬品事業……マグネシウム類薬品、カルシウム類薬品、セラミックス原料及び製品 

(3) その他の事業……養殖魚、セメント等建築資材 

３  営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は574百万円であり、その主なも

のは、親会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度については、在外支店及び在外連結子

会社がないため、所在地別セグメント情報は作成しておりません。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度については、海外売上高が連結売上高

の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

建材事業 
(百万円)

工業薬品事業
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

  (1) 外部顧客に対する 
    売上高

14,489 2,849 43 17,381 ― 17,381

  (2) セグメント間の内部 
    売上高又は振替高

― ― 263 263 (263) ―

計 14,489 2,849 307 17,645 (263) 17,381

営業費用 13,900 2,348 311 16,561 305 16,906

営業利益又は営業損失(△) 550 498 △4 1,044 (569) 475



(１株当たり情報) 

  

 
(注) １株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎 

 
  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

前中間連結会計期間
(自 平成16年５月１日
至 平成16年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

前連結会計年度
(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30日)

１株当たり純資産額 472円16銭 １株当たり純資産額 496円12銭 １株当たり純資産額 501円90銭

１株当たり中間純損失 9円03銭 １株当たり中間純利益 0円16銭 １株当たり当期純利益 18円62銭

なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式がないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式がないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式がないため記載しておりません。

前中間連結会計期間
(自 平成16年５月１日
至 平成16年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

前連結会計年度
(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30日)

連結損益計算書上の中間(当
期)純利益又は中間純損失
(△) (百万円)

△83 1 171

普通株主に帰属しない金額
(百万円)

― ― ―

普通株式に係る中間(当期)
純利益又は中間純損失(△) 
(百万円)

△83 1 171

普通株式の期中平均株式数
(千株)

9,212 9,204 9,210



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

前中間会計期間末

(平成16年10月31日)

当中間会計期間末

(平成17年10月31日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年４月30日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 2,815 1,589 2,289

 ２ 受取手形 ※５ 1,724 1,550 1,772

 ３ 売掛金 2,863 2,945 2,449

 ４ たな卸資産 5,311 4,013 4,305

 ５ その他 192 500 464

   貸倒引当金 △ 37 △ 42 △ 39

   流動資産合計 12,869 60.2 10,557 56.0 11,241 57.0

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産
※１ 
※２ 
※３

  (1) 建物 2,353 2,258 2,284

  (2) 機械及び 
    装置

3,680 3,516 3,462

  (3) 土地 1,480 1,297 1,480

  (4) その他 299 7,813 286 7,359 365 7,594

 ２ 無形固定資産 4 4 29 29 4 4

 ３ 投資その他の 
   資産

  (1) その他 
    投資等

※２ 893 1,173 1,144

   貸倒引当金 △ 207 686 △ 273 900 △ 253 891

   固定資産合計 8,505 39.8 8,289 44.0 8,490 43.0

Ⅲ 繰延資産

 １ 社債発行費 9 4 6

   繰延資産合計 9 0.0 4 0.0 6 0.0

   資産合計 21,383 100.0 18,851 100.0 19,738 100.0



 

前中間会計期間末

(平成16年10月31日)

当中間会計期間末

(平成17年10月31日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年４月30日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 ※５ 2,811 1,786 2,699

 ２ 買掛金 799 1,051 698

 ３ 短期借入金 600 600 ―

 ４ 一年内返済 
   予定の長期 
   借入金

※２ 2,321 4,871 2,015

 ５ 一年内償還 
   予定の社債

※２ 736 488 736

 ６ 未払費用 836 897 786

 ７ 未払法人税等 ― 212 62

 ８ その他 ※５ 338 358 424

   流動負債合計 8,442 39.5 10,264 54.5 7,421 37.6

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 ※２ 663 175 420

 ２ 長期借入金 ※２ 7,273 3,127 6,630

 ３ 繰延税金負債 44 ― ―

 ４ 退職給付 
   引当金

474 561 502

 ５ 役員退職慰労 
   引当金

136 157 144

   固定負債合計 8,591 40.2 4,021 21.3 7,697 39.0

   負債合計 17,034 79.7 14,285 75.8 15,119 76.6

(資本の部)

Ⅰ 資本金 1,320 6.2 1,320 7.0 1,320 6.7

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 1,078 1,078 1,078

   資本剰余金 
   合計

1,078 5.0 1,078 5.7 1,078 5.5

Ⅲ 利益剰余金

 １ 利益準備金 133 133 133

 ２ 任意積立金 1,800 1,800 1,800

 ３ 中間(当期) 
   未処分利益 
   又は中間 
   未処理損失 
   (△)

△ 39 124 213

   利益剰余金 
   合計

1,894 8.9 2,058 10.9 2,147 10.9

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金

65 0.3 120 0.6 83 0.4

Ⅴ 自己株式 △ 8 △0.0 △ 11 △0.0 △ 9 △ 0.1

   資本合計 4,349 20.3 4,565 24.2 4,619 23.4

   負債資本合計 21,383 100.0 18,851 100.0 19,738 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成16年５月１日
至 平成16年10月31日)

当中間会計期間

(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 8,439 100.0 8,890 100.0 17,338 100.0

Ⅱ 売上原価 6,215 73.6 6,221 70.0 12,749 73.5

   売上総利益 2,224 26.4 2,669 30.0 4,589 26.5

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費

2,020 24.0 2,125 23.9 4,114 23.8

   営業利益 203 2.4 543 6.1 475 2.7

Ⅳ 営業外収益 ※１ 16 0.2 18 0.2 27 0.2

Ⅴ 営業外費用 ※２ 163 1.9 148 1.6 310 1.8

   経常利益 56 0.7 414 4.7 192 1.1

Ⅵ 特別利益

 １ 投資有価証 
   券売却益

― 67 ―

 ２ 受取保険金 
 

― ― ―  ― 67 0.7 75 75 0.4

Ⅶ 特別損失

 １ たな卸資産 
   廃棄損

48 69 110

 ２ たな卸資産 
   評価損

36 48 358

 ３ 貸倒引当金 
   繰入額

35 ― 78

 ４ 固定資産 
   除却損

11 ― 27

 ５ 減損損失 ※３ ― 132 1.6 194  312  3.5  ― 575 3.3

   税引前中間 
   純利益又は 
   中間(当期) 
   純損失(△)

△ 76 △ 0.9 168 1.9 △ 307 △ 1.8

   法人税、 
   住民税及び 
   事業税

7 193 34

   法人税等 
   調整額

― 7 0.1 △ 27 165 1.9 △ 509 △ 475 △ 2.8

   中間(当期) 
   純利益又は 
   中間純損失 
   (△)

△ 83 △ 1.0 2 0.0 168 1.0

   前期繰越利益 44 121 44

   中間(当期) 
   未処分利益 
   又は中間 
   未処理損失 
   (△)

△ 39 124 213



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  
前中間会計期間

(自 平成16年５月１日
至 平成16年10月31日)

当中間会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

前事業年度
(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30日)

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) 有価証券

  ①子会社株式及び関連会社株式

   移動平均法による原価法

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) 有価証券

  ①子会社株式及び関連会社株式

同左

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) 有価証券

  ①子会社株式及び関連会社株式

同左

  ②その他有価証券

   時価のあるもの

    中間決算末日の市場価格等

に基づく時価法(評価差額

は、全部資本直入法により

処理し、売却原価は、移動

平均法により算定)

  ②その他有価証券

同左

  ②その他有価証券

   時価のあるもの

    決算期末日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額

は、全部資本直入法により

処理し、売却原価は、移動

平均法により算定)

   時価のないもの

    移動平均法による原価法

   時価のないもの

    移動平均法による原価法

 (2) デリバティブ

   時価法

 (2) デリバティブ

同左

 (2) デリバティブ

同左

 (3) たな卸資産

   移動平均法による原価法

 (3) たな卸資産

同左

 (3) たな卸資産

同左

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

   定率法

    ただし、平成10年４月１日

以降取得した建物(建物附属

設備を除く)については、定

額法を採用しております。

    なお、耐用年数及び残存価

額については、法人税法に規

定する方法と同一の基準によ

っております。

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

同左

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

同左

 (2) 無形固定資産

   定額法

なお、ソフトウエア(自社

利用分)については、社内に

おける利用可能期間(５年)に

基づく定額法を採用しており

ます。

 (2) 無形固定資産

同左

 (2) 無形固定資産

同左

３ 繰延資産の処理方法

  社債発行費

    商法施行規則の規定に基づ

き、３年間で毎期均等額を償

却しております。

３ 繰延資産の処理方法

  社債発行費

同左

３ 繰延資産の処理方法

  社債発行費

同左

４ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

    債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権につい

ては、個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上

しております。

４ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

同左

４ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

同左



 

前中間会計期間
(自 平成16年５月１日
至 平成16年10月31日)

当中間会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

前事業年度
(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30日)

 (2) 退職給付引当金

    従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末における

退職給付債務の見込額に基づ

き、当中間会計期間末におい

て発生していると認められる

額を計上しております。

    なお、会計基準変更時差異

(613百万円)については、15

年による按分額を費用処理し

ております。

    数理計算上の差異は、発生

年度に一括処理しておりま

す。

 (2) 退職給付引当金

同左

 (2) 退職給付引当金

    従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末における

退職給付債務の見込額に基づ

き計上しております。

    なお、会計基準変更時差異

(613百万円)については、15

年による按分額を費用処理し

ております。

    数理計算上の差異は、発生

年度に一括処理しておりま

す。

 (3) 役員退職慰労引当金

    役員の退職により支給する

役員退職慰労金に充てるた

め、内規に基づく中間期末要

支給額を計上しております。

 (3) 役員退職慰労引当金

同左

 (3) 役員退職慰労引当金

    役員の退職により支給する

役員退職慰労金に充てるた

め、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。

５ リース取引の処理方法

    リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

５ リース取引の処理方法

同左

５ リース取引の処理方法

同左

６ ヘッジ会計の方法

 (1) ヘッジ会計の方法

    繰延ヘッジ処理によってお

ります。

    ただし、特例処理の要件を

満たす金利スワップ取引につ

いては、特例処理を採用して

おります。

６ ヘッジ会計の方法

 (1) ヘッジ会計の方法

同左

６ ヘッジ会計の方法

 (1) ヘッジ会計の方法

同左

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

  ・ヘッジ手段…金利スワップ取

引

  ・ヘッジ対象…借入金の支払利

息

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 (3) ヘッジ方針及びヘッジの有効

性の評価

    リスク管理規程に基づき、

金利変動リスクをヘッジする

ために、ヘッジ取引を実施

し、ヘッジ対象との相関性を

みて有効性を評価しておりま

す。

 (3) ヘッジ方針及びヘッジの有効

性の評価

同左

 (3) ヘッジ方針及びヘッジの有効

性の評価

同左

７ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

  消費税等の会計処理方法

税抜方式によっておりま

す。

    なお、仮払消費税等と仮受

消費税等を相殺し、「流動負

債」の「その他」に含めて表

示しております。

７ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

  消費税等の会計処理方法

同左

７ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項

  消費税等の会計処理方法

   税抜方式によっております。



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

 
表示方法の変更 

前中間会計期間 
(自 平成16年５月１日 
 至 平成16年10月31日)

当中間会計期間
(自 平成17年５月１日 
 至 平成17年10月31日)

前事業年度 
(自 平成16年５月１日 
 至 平成17年４月30日)

――― (固定資産の減損に係る会計基準) ―――

 当中間会計期間から「固定
資産の減損に係る会計基準」
（「固定資産の減損に係る会
計基準の設定に関する意見
書」(企業会計審議会 平成14
年８月９日)）及び「固定資産
の減損に係る会計基準の適用
指針」(企業会計基準委員会 
平成15年10月31日 企業会計
基準適用指針第６号)を適用し
ております。
 これにより税引前中間純利
益が１億94百万円減少してお
ります。
 なお、減損損失累計額につ
いては、改正後の中間財務諸
表等規則に基づき当該各資産
の金額から直接控除しており
ます。

前中間会計期間 
(自 平成16年５月１日 
 至 平成16年10月31日)

当中間会計期間
(自 平成17年５月１日 
 至 平成17年10月31日)

前事業年度 
(自 平成16年５月１日 
 至 平成17年４月30日)

――― (中間貸借対照表) ―――

 前中間会計期間において流動
負債の「その他」に含めて表示
しておりました「未払法人税
等」(前中間会計期間22百万円)
については、資産総額の100分
の1超となったため、当中間会
計期間より区分掲載しておりま
す。



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 

前中間会計期間末 
(平成16年10月31日)

当中間会計期間末
(平成17年10月31日)

前事業年度末 
(平成17年４月30日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

18,390百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

19,313百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

18,863百万円

※２ 担保資産

 (1) 財団抵当に供している資産額

建物 2,300百万円

機械及び装置 3,671百万円

土地 1,111百万円

その他 261百万円

計 7,345百万円

※２ 担保資産

 (1) 財団抵当に供している資産額

建物 2,210百万円

機械及び装置 3,462百万円

土地 1,111百万円

その他 247百万円

計 7,031百万円

※２ 担保資産

 (1) 財団抵当に供している資産額

建物 2,233百万円

機械及び装置 3,397百万円

土地 1,111百万円

その他 253百万円

計 6,996百万円

  上記に対応する社債及び借入金

一年内返済予定 
の長期借入金

1,011百万円

一年内償還予定 
の社債

570百万円

社債 310百万円

長期借入金 5,311百万円

計 7,202百万円
 

  上記に対応する社債及び借入金

一年内返済予定
の長期借入金

3,916百万円

一年内償還予定
の社債

310百万円

長期借入金 1,395百万円

計 5,621百万円

  上記に対応する社債及び借入金

一年内返済予定 
の長期借入金

1,016百万円

一年内償還予定 
の社債

570百万円

社債 150百万円

長期借入金 4,789百万円

計 6,525百万円

 (2) 財団以外の担保に供している

資産額

建物 4百万円

土地 61百万円

投資その他の資産 
「その他投資等」 
(投資有価証券)

167百万円

計 233百万円

 

 (2) 財団以外の担保に供している

資産額

建物 3百万円

土地 61百万円

計 65百万円

 (2) 財団以外の担保に供している

資産額

建物 4百万円

土地 61百万円

投資その他の資産 
「その他投資等」 
(投資有価証券)

180百万円

計 245百万円

  上記に対応する借入金

一年内返済予定 
の長期借入金

500百万円

長期借入金 100百万円

計 600百万円

  上記に対応する借入金

一年内返済予定
の長期借入金

200百万円

長期借入金 125百万円

計 325百万円

  上記に対応する借入金

一年内返済予定 
の長期借入金

300百万円

長期借入金 225百万円

計 525百万円

※３  国庫補助金の受入れによる

圧縮記帳累計額は、機械及び

装置99百万円、その他155百

万円であります。

※３  国庫補助金の受入れによる

圧縮記帳累計額は、機械及び

装置99百万円、その他155百

万円であります。

※３  国庫補助金の受入れによる

圧縮記帳累計額は、機械及び

装置99百万円、その他155百

万円であります。

 ４ 受取手形割引高

320百万円

 ４ 受取手形割引高

―

 ４ 受取手形割引高

190百万円

※５  中間会計期間末日満期手形

の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理して

おります。

    なお、当中間会計期間末日

が金融機関の休日であったた

め、次の中間会計期間末日満

期手形が、中間会計期間末残

高に含まれております。

 受取手形 170百万円

 支払手形 539百万円

 流動負債 
 「その他」

41百万円
 

―――

 

※５  期末日満期手形の会計処理

は、手形交換日をもって決済

処理しております。

    したがって、当期末は金融

機関休業日のため、下記の期

末日満期手形が期末残高に含

まれております。

 受取手形 225百万円

 支払手形 572百万円

設備関係
 支払手形

17百万円



(中間損益計算書関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成16年５月１日
至 平成16年10月31日)

当中間会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

前事業年度
(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30日)

※１ 営業外収益の主要項目

   受取利息及び配当金

5百万円

※１ 営業外収益の主要項目

   受取利息及び配当金

7百万円

※１ 営業外収益の主要項目

   受取利息及び配当金

7百万円

※２ 営業外費用の主要項目

   支払利息

126百万円

※２ 営業外費用の主要項目

   支払利息

110百万円

※２ 営業外費用の主要項目

   支払利息

244百万円

※３    ――― ※３ 減損損失 ※３    ―――

 当社は、以下の資産グルー

プについて減損損失を計上し

ました。

(1)減損損失を認識した資産

用途 種類 場所

遊休資産 土地 香川県三豊市

(2)資産のグルーピングの方法

 事業用資産については事業

部ごとに、遊休資産について

は各物件ごとにグルーピング

を行っております。

(3)減損損失を認識するに至った経緯

 遊休資産のうち、市場価額

が帳簿価額に対して著しく下

落した資産について帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失として

認識したものであります。

(4)減損損失の金額及び主な固定資産

   ごとの当該金額の内訳

    土地       194百万円

(5)回収可能価額の算定方法

 回収可能価額は正味売却価

額により測定し、主に不動産

鑑定評価額により評価してお

ります。

 ３ 減価償却実施額

有形固定資産 479百万円

無形固定資産 0百万円

 ３ 減価償却実施額

有形固定資産 449百万円

無形固定資産 1百万円

 ３ 減価償却実施額

有形固定資産 962百万円

無形固定資産 0百万円



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成16年５月１日
至 平成16年10月31日)

当中間会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

前事業年度
(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30日)

 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

(借主側)

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額
機械装置 
及び 
運搬具 
(百万円)

その他 
(工具器 
具備品) 
(百万円)

無形固
定資産

(百万円)

合計

(百万円)

取得価額 
相当額

388 32 10 430

減価償却 
累計額 
相当額

64 14 4 83

中間期末 
残高相当 
額

323 17 6 346

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

(借主側)

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額

取得価額 
相当額

(百万円)

減価償却累
計額相当額

(百万円)

中間期末残
高相当額

(百万円)

機械及び 
装置

388 107 280

その他 80 23 56

無形固定 
資産

13 6 7

合計 481 137 344  

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

(借主側)

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び期末残高

相当額

取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却累 
計額相当額 
(百万円)

期末残高 
相当額 
(百万円)

機械及び 
装置

388 86 301

その他 46 19 27

無形固定 
資産

10 5 5

合計 444 110 334

②未経過リース料中間期末残高相当

額

一年内 46百万円

一年超 311百万円

合計 358百万円

②未経過リース料中間期末残高相当

額

一年内 57百万円

一年超 305百万円

合計 362百万円

②未経過リース料期末残高相当額

一年内 49百万円

一年超 299百万円

合計 349百万円

③支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

支払リース料 31百万円

減価償却費相当額 25百万円

支払利息相当額 8百万円

③支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

支払リース料 36百万円

減価償却費相当額 29百万円

支払利息相当額 11百万円

③支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

支払リース料 64百万円

減価償却費相当額 52百万円

支払利息相当額 18百万円

④減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。

④減価償却費相当額の算定方法

同左

④減価償却費相当額の算定方法

同左

⑤利息相当額の算定方法

  リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。

⑤利息相当額の算定方法

同左

⑤利息相当額の算定方法

同左



(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成16年10月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

当中間会計期間末(平成17年10月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

前事業年度末(平成17年４月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

 
  

  

(1)
有価証券報告書 
及びその添付書類

事業年度 
(第89期)

自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日

平成17年７月22日 
近畿財務局長に提出

(2) 有価証券報告書 の訂正報告書 上記有価証券報告書の訂正報告書 平成17年11月22日 
近畿財務局長に提出



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】



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成17年１月24日

神島化学工業株式会社 

取締役会 御中 

 

  

 

  

 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている神島化学工業株式会社の平成16年５月１日から平成17年４月30日までの連結会計年度の中間連結会計

期間(平成16年５月１日から平成16年10月31日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照

表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査

を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結

財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、神島化学工業株式会社及び連結子会社の平成16年10月31日現在の財政状態並びに

同日をもって終了する中間連結会計期間(平成16年５月１日から平成16年10月31日まで)の経営成績及びキャ

ッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と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 
  

 

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  松  本     稔  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  山  口  義  敬  ㊞

※ 上記は、中間監査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(半期報告書提出会

社)が別途保管している。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成18年１月25日

神島化学工業株式会社 

取締役会 御中 

 

  

 

  

 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている神島化学工業株式会社の平成17年５月１日から平成18年４月30日までの連結会計年度の中間連結会計

期間(平成17年５月１日から平成17年10月31日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照

表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査

を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結

財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 
  
当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、神島化学工業株式会社及び連結子会社の平成17年10月31日現在の財政状態並びに

同日をもって終了する中間連結会計期間(平成17年５月１日から平成17年10月31日まで)の経営成績及びキャ

ッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 
  
追記情報 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は、当中間連結会計期

間から固定資産の減損に係る会計基準を適用しているため、当該会計基準により中間連結財務諸表を作成し

ている。 
  
会社と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 
  

 

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  松  本     稔  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  山  口  義  敬  ㊞

※ 上記は、中間監査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(半期報告書提出会

社)が別途保管している。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成17年１月24日

神島化学工業株式会社 

取締役会 御中 

 

  

 

  

 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている神島化学工業株式会社の平成16年５月１日から平成17年４月30日までの第89期事業年度の中間会計期

間(平成16年５月１日から平成16年10月31日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間

損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は

独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、神島化学工業株式会社の平成16年10月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間

会計期間(平成16年５月１日から平成16年10月31日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。 

会社と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 

  

 

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  松  本     稔  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  山  口  義  敬  ㊞

※ 上記は、中間監査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(半期報告書提出会

社)が別途保管している。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成18年１月25日

神島化学工業株式会社 

取締役会 御中 

 

  

 

  

 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている神島化学工業株式会社の平成17年５月１日から平成18年４月30日までの第90期事業年度の中間会計期

間(平成17年５月１日から平成17年10月31日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間

損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は

独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 
  
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、神島化学工業株式会社の平成17年10月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間

会計期間(平成17年５月１日から平成17年10月31日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。 
  
追記情報 

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は、当中間会計期間から固定資産

の減損に係る会計基準を適用しているため、当該会計基準により中間財務諸表を作成している。 
  
会社と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 

  

 

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  松  本     稔  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  山  口  義  敬  ㊞

※ 上記は、中間監査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(半期報告書提出会

社)が別途保管している。
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