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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102期

第１四半期
連結累計期間

第103期
第１四半期
連結累計期間

第102期

会計期間
自 2018年４月１日
至 2018年６月30日

自 2019年４月１日
至 2019年６月30日

自 2018年４月１日
至 2019年３月31日

売上高 (百万円) 6,828 6,746 27,636

経常利益 (百万円) 508 593 1,836

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 351 365 1,176

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 224 395 351

純資産額 (百万円) 41,873 41,783 41,746

総資産額 (百万円) 51,873 50,942 51,048

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 50.64 52.80 169.77

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) － － －

自己資本比率 (％) 78.1 79.1 78.9
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の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。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)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。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容に

ついて、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は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」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

 

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用及び所得環境の改善に伴う個人消費の拡大により、緩や

かな回復基調で推移いたしました。一方で、米中貿易摩擦の長期化や中国経済の減速懸念など、海外経済の先行き

は不透明な状況が続いております。

このような経済環境のもと、当社グループは、事業環境の変化に対応し、製品の高付加価値化に取り組み、新規

顧客の獲得やきめ細かい技術サポートを行うなど、更なる事業基盤の強化を図ってまいりました結果、化学品事業

で減収、食品事業で増収となり、当社グループの売上高は前年同期比1.2％減少の6,746百万円となりました。

利益面では、在外子会社の収益改善等により、営業利益は前年同期比12.4％増加の554百万円、経常利益は前年

同期比16.8％増加の593百万円となりました。また、群馬工場内既存建物の建て替え工事による固定資産処分損を

特別損失に計上したことから、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比4.2％増加の365百万円となりまし

た。

 
セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

［化学品事業］

化学品事業においては、電子材料向け樹脂が堅調に推移したものの、住宅関連向け樹脂、自動車関連向け樹脂及

び建設機械向け樹脂が伸び悩んだ結果、売上高は前年同期比3.9％減少の5,335百万円となりました。利益面では、

在外子会社の収益改善等により、セグメント利益（営業利益）は前年同期比6.6％増加の522百万円となりました。

［食品事業］

食品事業においては、糖化製品が持ち直した結果、売上高は前年同期比11.3％増加の1,349百万円、セグメント

損失（営業損失）は９百万円（前年同期38百万円のセグメント損失（営業損失））となりました。

［不動産活用業］

不動産活用業は、ほぼ前年並みで推移した結果、売上高は前年同期比0.5％減少の61百万円、セグメント利益

（営業利益）は前年同期比1.0％増加の41百万円となりました。

 
当第１四半期連結会計期間末の資産合計は前連結会計年度末と比べ106百万円減少し、50,942百万円となりまし

た。これは、主に売上高の減少による売上債権の減少によるものです。

負債合計は前連結会計年度末と比べ142百万円減少し、9,159百万円となりました。これは、主に売上高の減少に

よる仕入債務の減少及び返済による借入金の減少によるものです。

純資産合計は前連結会計年度末と比べ36百万円増加し、41,783百万円となりました。これは、主に親会社株主に

帰属する四半期純利益の計上による利益剰余金の増加及び為替レートの変動による為替換算調整勘定の増加による

ものです。

 
(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当連結会社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に

生じた課題はありません。

 

(3) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は311百万円であります。
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３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【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】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 17,621,100

計 17,621,100
 

 

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2019年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2019年８月９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 8,998,308 8,998,308
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は
100株であります。

計 8,998,308 8,998,308 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(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】

該当事項はありません。

 

(4) 【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
(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)

2019年６月30日 ― 8,998 ― 5,000 ― 7,927
 

 

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

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ず、記載することが

できませんので、直前の基準日である2019年３月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

   2019年３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 2,069,100
 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 6,889,900
 

68,899 ―

単元未満株式 普通株式 　　39,308
 

― ―

発行済株式総数 8,998,308 ― ―

総株主の議決権 ― 68,899 ―
 

(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500株(議決権５個)含まれ

ております。

２　「単元未満株式」欄には自己保有株式56株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

  2019年３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）
群栄化学工業株式会社

高崎市宿大類町700 2,069,100 ― 2,069,100 23.0

計 ― 2,069,100 ― 2,069,100 23.0
 

 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期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19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)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１四半期連結会計期間(2019年４月１日から2019年

６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(2019年４月１日から2019年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表につ

いて、赤坂有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 5,475 5,481

  受取手形及び売掛金 ※1  8,418 ※1  8,031

  有価証券 1,900 1,799

  商品及び製品 2,179 2,367

  仕掛品 596 645

  原材料及び貯蔵品 1,165 1,193

  その他 309 193

  貸倒引当金 △0 △0

  流動資産合計 20,044 19,711

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 22,418 22,413

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △16,244 △16,182

    建物及び構築物（純額） 6,174 6,231

   機械装置及び運搬具 31,644 31,815

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △27,848 △28,122

    機械装置及び運搬具（純額） 3,796 3,693

   土地 7,969 7,969

   リース資産 111 111

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △84 △86

    リース資産（純額） 27 25

   建設仮勘定 783 847

   その他 2,956 2,971

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,521 △2,507

    その他（純額） 434 463

   有形固定資産合計 19,185 19,230

  無形固定資産   

   のれん 629 592

   その他 50 61

   無形固定資産合計 679 653

  投資その他の資産   

   投資有価証券 9,655 9,924

   その他 1,559 1,497

   貸倒引当金 △76 △76

   投資その他の資産合計 11,139 11,346

  固定資産合計 31,004 31,230

 資産合計 51,048 50,942
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 3,915 3,858

  1年内返済予定の長期借入金 600 600

  未払金 1,485 1,547

  未払法人税等 98 49

  賞与引当金 305 148

  その他 123 345

  流動負債合計 6,528 6,549

 固定負債   

  長期借入金 450 300

  環境対策引当金 7 7

  固定資産撤去引当金 24 24

  退職給付に係る負債 1,741 1,726

  その他 550 551

  固定負債合計 2,774 2,609

 負債合計 9,302 9,159

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 5,000 5,000

  資本剰余金 25,690 25,690

  利益剰余金 14,118 14,207

  自己株式 △5,474 △5,474

  株主資本合計 39,334 39,423

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 915 810

  繰延ヘッジ損益 △0 △0

  為替換算調整勘定 86 135

  退職給付に係る調整累計額 △53 △48

  その他の包括利益累計額合計 948 897

 非支配株主持分 1,463 1,462

 純資産合計 41,746 41,783

負債純資産合計 51,048 50,942
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

売上高 6,828 6,746

売上原価 5,479 5,273

売上総利益 1,349 1,472

販売費及び一般管理費 856 918

営業利益 493 554

営業外収益   

 受取利息 15 13

 受取配当金 14 17

 その他 17 16

 営業外収益合計 47 48

営業外費用   

 支払利息 1 0

 為替差損 10 5

 その他 21 3

 営業外費用合計 32 9

経常利益 508 593

特別利益   

 その他 0 0

 特別利益合計 0 0

特別損失   

 固定資産処分損 2 39

 その他 0 －

 特別損失合計 2 39

税金等調整前四半期純利益 505 553

法人税、住民税及び事業税 46 57

法人税等調整額 80 83

法人税等合計 127 141

四半期純利益 378 412

非支配株主に帰属する四半期純利益 27 47

親会社株主に帰属する四半期純利益 351 365
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

四半期純利益 378 412

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △94 △105

 繰延ヘッジ損益 0 △0

 為替換算調整勘定 △62 82

 退職給付に係る調整額 3 5

 その他の包括利益合計 △153 △17

四半期包括利益 224 395

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 221 314

 非支配株主に係る四半期包括利益 3 80
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

　該当事項はありません。

 

(四半期連結貸借対照表関係)

※１ 四半期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、当第１四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形

が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

 

 
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

受取手形 153百万円 119百万円
 

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四

半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、

次のとおりであります。

 

 
前第１四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)

減価償却費 331百万円 389百万円

のれんの償却額 －百万円 36百万円
 

 

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年６月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2018年６月22日
定時株主総会

普通株式 277 40 2018年３月31日 2018年６月25日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

 

 

当第１四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年６月17日
定時株主総会

普通株式 277 40 2019年３月31日 2019年６月18日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年６月30日)

１．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

   (単位：百万円)

 
報告セグメント

合計
（注）

化学品事業 食品事業 不動産活用業

売上高     

  外部顧客への売上高 5,553 1,212 61 6,828

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

－ － － －

計 5,553 1,212 61 6,828

セグメント利益又は損失（△） 490 △38 41 493
 

(注) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内

容(差異調整に関する事項)

　該当事項はありません。

　

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)

１．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

   (単位：百万円)

 
報告セグメント

合計
（注）

化学品事業 食品事業 不動産活用業

売上高     

  外部顧客への売上高 5,335 1,349 61 6,746

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

－ － － －

計 5,335 1,349 61 6,746

セグメント利益又は損失（△） 522 △9 41 554
 

(注) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内

容(差異調整に関する事項)

　該当事項はありません。
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(金融商品関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

 

(有価証券関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

 

(デリバティブ取引関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

 

(１株当たり情報)

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。

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 50円64銭 52円80銭

    (算定上の基礎)   

   親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) 351 365

    普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益金額(百万円)

351 365

   普通株式の期中平均株式数(千株) 6,932 6,929
 

(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。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　　

２ 【その他】

 

(過去の有価証券投資に対する民事提訴について)

当社は、オリンパス株式会社をめぐる、いわゆる一連の損失飛ばし事件において同社が出資する『株式会社アル

ティス』、『株式会社ヒューマラボ』、『NEWS CHEF株式会社』の投資について、当該有価証券の勧誘を行った横尾

宣政氏、羽田拓氏に対し、損害賠償請求の民事訴訟を提訴してまいりました。

　横尾宣政氏に対しましては東京高等裁判所における判決が確定、羽田拓氏に対しましては東京地方裁判所におけ

る判決が確定いたしました。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

2019年８月９日

群栄化学工業株式会社

取締役会  御中

 

赤坂有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 黒　崎　　知　岳 印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 荒　川　　和　也 印

 

　

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」に掲げられている群栄化学工業株

式会社の2019年４月１日から2020年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(2019年４月１日から2019年

６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(2019年４月１日から2019年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すな

わち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを

行った。

　

四半期連結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連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

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連結財務諸

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

当監査法人の責任は、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連結財務諸表に対す

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。

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

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

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、群栄化学工業株式会社及び連結子会社の2019年６月30日現在の財

政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績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。

　

利害関係

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
 

(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．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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