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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 ％

21年3月期第3四半期 18,092 ― 134 ― 224 ― △77 ―

20年3月期第3四半期 17,575 5.0 842 23.2 1,013 △4.1 △2,507 ―

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

21年3月期第3四半期 △1.07 ―

20年3月期第3四半期 △34.41 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第3四半期 48,721 34,449 68.9 476.37
20年3月期 53,553 36,233 65.8 497.41

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  33,589百万円 20年3月期  35,222百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
21年3月期 ― 3.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 
～2.00

3.00
～5.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 22,600 △4.0 △150 ― 0 △100.0 △250 ― △3.46

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

［（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧ください。］  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

［（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧ください。］  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
2．本資料に記載されている業績予想は当社グループが現時点で入手可能な情報に基づき判断及び仮定した見通しであり、実際の業績等は様々な要因により大きく異
なる場合があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  89,983,085株 20年3月期  89,983,085株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  17,666,432株 20年3月期  17,138,512株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  72,529,007株 20年3月期第3四半期  72,869,764株
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当第３四半期累計期間（平成20年４月１日～平成20年12月31日）におけるわが国経済は、米国に端を発
した世界的金融危機が実体経済にも大きく波及し、需要の減少に伴い、輸出、生産が大きく落ち込みまし
た。これにより生産設備や雇用人員の過剰感が急速に強まってきており、設備投資及び個人消費も縮小
し、景気は長く深い後退局面を迎えております。 
 このような状況のもと、当社グループは、その他事業において国内子会社の飲料事業からの撤退、高機
能繊維の伸び悩みにより減収となったものの、化学品事業、食品事業ともに高騰した原材料価格に対する
製品価格の是正を行うなど積極的な営業活動を展開したこと、また、在外子会社が堅調に推移したことに
より、両事業とも増収となりました。その結果、当社グループの売上高は18,092百万円と前年同期に比べ
増収となりました。 
 利益面では、化学品事業、食品事業及びその他事業において、減価償却費等の経費の増加並びに棚卸資
産の簿価切下げを行ったことにより、すべての事業において減益となりました。その結果、当社グループ
の営業利益は134百万円、経常利益は224百万円と前年同期に比べ大幅な減益となりました。 
 また、特別損失として老朽化した当社高崎工場の解体費用等を計上した結果、77百万円の四半期純損失
となりました。 
  

  

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ4,832百万円減少し48,721
百万円となりました。これは主に新工場建設による有形固定資産の増加があったものの、有価証券の償還
と時価が下落したものであります。 
 負債合計は、前連結会計年度に比べ3,047百万円減少し14,272百万円となりました。これは主に借入金
の返済と設備関係未払金の支払により減少したものであります。 
 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,784百万円減少し34,449百万円となりました。これは配当金
の支払、その他有価証券評価差額金の減少及び円高による為替換算調整勘定の減少によるものでありま
す。 
  

  

世界的な金融危機、需要の落込み等の経済状況並びにこれまでの業績等を勘案し、平成21年３月期通期
連結業績予想及び平成21年３月期通期個別業績予想の見直しを行っております。詳細は本日別途公表いた
しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
 なお、業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、実際
の業績は様々な要因により予想値と異なる場合があります。 
  

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 
  

  

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな
いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。

  

 ２．棚卸資産の評価方法 

当第３四半期連結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、前連結会計年度末
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。 

  

３．固定資産の減価償却費の算定方法 

固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期
間按分する方法によっております。 
 なお、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分し
て算定する方法によっております。 

  

４．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 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定
する方法によっております。 
 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計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、前連結会計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。 

  
  

  

１．「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準第
12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日
企業会計基準適用指針第14号)を第１四半期連結会計期間から適用しております。また、「四半期連
結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

２．「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第
９号）を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低
下による簿価切下げの方法）に変更しております。 
 この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益、経常利益、税金等調整前四
半期純利益が316百万円それぞれ減少しております。 

  

３．「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会
平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を第１四半期連結会計期間から適用しております。 
 この変更による影響はありません。 

  

４．「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年３
月30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員
会 平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連
結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資
産として計上しております。 
 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定す
る方法によっております。 
 ファイナンス・リース取引に係る収益及び費用の計上基準については、売上高を計上せずに利息相
当額を各期へ配分する方法によっております。 
 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。 
 この変更による影響はありません。 

4. その他
(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５．追加情報 
(1) 有形固定資産の耐用年数の変更 
 当社及び国内連結子会社について、法人税法の改正（減価償却費の耐用年数等に関する省令の一
部を改正する省令 平成20年４月30日 財務省令第32号）に伴い、第１四半期会計期間より、機械
装置の一部の耐用年数を９年から８年へ変更しております。 
 この変更に伴い、当第３四半期連結会計期間の減価償却費は従来の方法に比べて50百万円増加
し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が41百万円それぞれ減少しております。 

  
(2) 役員退職慰労引当金の廃止 
 群栄商事株式会社及び群栄ボーデン株式会社は平成20年６月17日開催の定時株主総会において、
また日本カイノール株式会社は平成20年６月12日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金の
内規を廃止し、今後役員退職慰労金の支払を行わないことを決議いたしました。 
 従って、役員の退職慰労金の支出に備えるため当該決議以前は内規に基づき計上しております
が、当該決議以降は新たに発生しておらず、当第３四半期会計期間末において発生している役員退
職慰労金は、当該決議以前から在任している役員に対する支給確定額であり、未払金として流動負
債の「その他」に含めて計上しております。 
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5.【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）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,883 3,798

受取手形及び売掛金 7,133 6,998

有価証券 2,383 4,804

商品 35 28

製品 1,526 1,358

半製品 472 314

原材料 570 531

仕掛品 6 126

貯蔵品 65 66

その他 739 274

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 16,813 18,301

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 19,661 18,926

減価償却累計額 △11,823 △12,932

建物及び構築物（純額） 7,838 5,994

機械装置及び運搬具 23,038 23,602

減価償却累計額 △18,115 △19,920

機械装置及び運搬具（純額） 4,922 3,682

土地 7,633 7,634

建設仮勘定 63 2,388

その他 2,350 2,359

減価償却累計額 △1,884 △1,899

その他（純額） 466 459

有形固定資産合計 20,924 20,159

無形固定資産 386 323

投資その他の資産   

投資有価証券 10,065 14,166

その他 900 979

貸倒引当金 △163 △172

投資損失引当金 △204 △204

投資その他の資産合計 10,597 14,769

固定資産合計 31,908 35,252

資産合計 48,721 53,553
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,228 3,401

短期借入金 2,600 2,000

1年内返済予定の長期借入金 2,104 2,049

未払法人税等 34 127

賞与引当金 61 168

役員賞与引当金 22 10

その他 1,769 3,275

流動負債合計 9,822 11,032

固定負債   

長期借入金 2,850 4,175

退職給付引当金 994 1,077

役員退職慰労引当金 － 37

環境対策引当金 6 6

負ののれん 84 103

その他 515 886

固定負債合計 4,450 6,287

負債合計 14,272 17,320

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,000 5,000

資本剰余金 25,977 26,416

利益剰余金 7,211 7,289

自己株式 △4,610 △4,508

株主資本合計 33,578 34,197

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 148 842

繰延ヘッジ損益 △1 △4

為替換算調整勘定 △136 186

評価・換算差額等合計 10 1,024

少数株主持分 859 1,011

純資産合計 34,449 36,233

負債純資産合計 48,721 53,553
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  (2)【四半期連結損益計算書】 
     【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 18,092

売上原価 15,629

売上総利益 2,463

販売費及び一般管理費 2,328

営業利益 134

営業外収益  

受取利息 120

受取配当金 58

負ののれん償却額 19

持分法による投資利益 12

その他 54

営業外収益合計 265

営業外費用  

支払利息 67

為替差損 54

その他 53

営業外費用合計 175

経常利益 224

特別利益  

償却債権取立益 25

貸倒引当金戻入額 0

特別利益合計 26

特別損失  

固定資産処分損 149

投資有価証券評価損 4

投資有価証券売却損 2

役員退職慰労金 3

特別損失合計 159

税金等調整前四半期純利益 91

法人税、住民税及び事業税 86

法人税等調整額 △36

法人税等合計 49

少数株主利益 120

四半期純損失（△） △77
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 
  該当事項はありません。 
  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 
  該当事項はありません。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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 (要約)四半期連結損益計算書 

 
  

「参考」

 前年同四半期に係る財務諸表等

科目

前年同四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
 至 平成19年12月31日)

金額(百万円)

Ⅰ 売上高 17,575

Ⅱ 売上原価 14,496

  売上総利益 3,078

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,236

  営業利益 842

Ⅳ 営業外収益 258

Ⅴ 営業外費用 87

  経常利益 1,013

Ⅵ 特別損失 3,307

  税金等調整前四半期純損失 △2,294

  税金費用 87

  少数株主利益 126

  四半期純損失 △2,507
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