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(百万円未満切捨て)

1. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日）

 (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 ％

23年３月期第１四半期 5,732 24.7 277 ― 309 ― 227 ―

22年３月期第１四半期 4,598 △26.7 △90 ― △58 ― △173 ―

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

23年３月期第１四半期 3 16 ―

22年３月期第１四半期 △2 42 ─

 (2) 連結財政状態

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

23年３月期第１四半期 44,695 33,547 73.1 454 76

22年３月期 45,150 33,586 72.6 456 04

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 32,666百万円 22年３月期 32,759百万円

2. 配当の状況

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

22年３月期 ― 0 00 ― 3 00 3 00

23年３月期 ―

23年３月期(予想) 0 00 ― 3 00 3 00

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 11,000 18.4 370 679.6 420 248.5 300 ─ 4 18

通期 21,600 12.5 350 376.9 470 97.7 270 ― 3 76

gunei1
スタンプ



 

 
(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

・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いませ

ん。 

・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、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、四半

期決算短信（添付資料）２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は【添付資料】P.３「その他」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  （注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

  （注）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の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

 （注）「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、表示方法等の変更の有無となります。

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 89,983,085株 22年３月期 89,983,085株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 18,151,544株 22年３月期 18,148,920株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 71,832,713株 22年３月期１Ｑ 71,852,134株

(注意事項)
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当第１四半期におけるわが国経済は、中国等アジア向けを中心とする輸出の増加等により企業収益が改
善し、回復傾向を持続してまいりました。しかしながら、欧州での財政危機や為替の円高基調への企業の
警戒感、国内における景気対策効果の一巡などから、先き行きに関しては不透明感が増しております。 
 このような状況のもと、当社グループは、グループ経営の効率化を図り積極的な営業活動を行ってまい
りました。 
 化学品事業においては、住宅向け樹脂は依然として低調に推移いたしましたが、電子材料向け樹脂は前
年から引き続き好調に推移し、自動車向け樹脂は回復基調で推移いたしました。また、在外子会社は回復
基調で推移いたしました。 
 食品事業においては、甘味離れが影響し前年同期に比べ低調に推移いたしました。 
 不動産活用業においては、前年同期に比べますと、前年後半より新規貸与先があったため、増収となっ
ております。 
 この結果、食品事業では減収となりましたが、化学品事業で大幅な増収、不動産活用業で増収となり、
当社グループの売上高は5,732百万円と前年同期に比べ24.7％の増収となりました。 
 利益面では、前年から引き続きコスト削減活動に努めてまいりました結果、営業利益は277百万円（前
年同期90百万円の営業損失）、経常利益は309百万円（前年同期58百万円の経常損失）、四半期純利益は
227百万円（前年同期173百万円の四半期純損失）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455百万円減少し、44,695百万円と
なりました。これは、売上高増加による売上債権の増加があったものの、借入金の返済及び設備代金の支
払により現預金が減少したことが主な要因であります。 
 負債合計は前連結会計年度末と比べ415百万円減少し、11,148百万円となりました。これは、借入金返
済による減少が主な要因であります。 
 純資産合計は前連結会計年度末と比べ39百万円減少し、33,547百万円となりました。これは、四半期純
利益の計上による利益剰余金の増加があったものの、配当金の支払及び有価証券の評価差額金の減少が主
な要因であります。 
  
  

平成23年３月期第１四半期累計期間において、主に電子材料向け樹脂及び自動車関連向け樹脂が好調に
推移した結果、当社グループにおける売上高が増収となったことに加え、生産効率の向上に取り組み、徹
底したコスト削減に努めた結果、利益面において予想を上回る見込みとなりましたので、平成23年３月期
第２四半期累計期間（平成22年４月１日～平成22年９月30日）の業績予想を上方修正しております。 
 なお、平成23年３月期通期（平成22年４月１日～平成23年３月31日）の業績予想につきましては、現段
階での下半期の事業環境を見極めることが困難なことから、業績予想の修正は行っておりません。下半期
の事業環境が見通せる状況となった時点で必要に応じ、速やかに開示いたします。 
（本日（平成22年７月30日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。） 
  

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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

－2－

群栄化学工業㈱　(4229)　平成23年３月期第１四半期決算短信



  
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１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等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等を使用して貸倒見積高を算定しておりま
す。 

  

２．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。 
  

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 

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の経営環境等、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．「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」 

  の適用 

当第１四半期連結会計期間から平成20年３月10日公表の「持分法に関する会計基準」（企業会計
基準委員会 企業会計基準第16号）及び「持分法適用関連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 実務対応報告第24号）を適用しております。 
これに伴い、同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、投資会社（その子会社を含

む）及び持分法を適用する被投資会社が採用する会計処理の原則及び手続きは、原則として統一す
る方法（統一しないことに合理的な理由がある場合は除く）に変更しております。 
これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に対する影響はありません。 

  

２．「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期連結会計期間から平成20年３月31日公表の「資産除去債務に関する会計基準」（企
業会計基準委員会 企業会計基準第18号）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企
業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第21号）を適用しております。 
これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に対する影響はありません。 

  

３．「企業結合に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期連結会計期間から平成20年12月26日公表の「企業結合に関する会計基準」（企業会
計基準委員会 企業会計基準第21号）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会
企業会計基準第22号）、「『研究開発費等に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準委員会
企業会計基準第23号）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第
７号）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第16号）、「企業結合
会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会 企業会計基準適用指
針第10号）を適用しております。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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４．四半期連結損益計算書関係 

当第１四半期連結累計期間から平成20年12月26日公表の「連結財務諸表に関する会計基準」（企
業会計基準委員会 企業会計基準第22号）に基づき、平成21年３月24日に公布された「財務諸表等
規則の一部を改正する内閣府令」（内閣府令第５号）を適用し、「少数株主損益調整前四半期純利
益」の科目を表示しております。 

  
当第１四半期連結累計期間において、営業外費用の「その他」に含めていた「租税公課」は、営

業外費用の100分の20を超えたため、当第１四半期連結累計期間において区分掲記することといた
しました。なお、前第１四半期連結累計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「租税公課」は
２百万円であります。 
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3. 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１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,990 6,550

受取手形及び売掛金 6,381 5,814

有価証券 1,307 904

商品及び製品 1,486 1,411

仕掛品 45 19

原材料及び貯蔵品 596 606

その他 509 497

貸倒引当金 △1 △0

流動資産合計 15,316 15,803

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 19,848 19,837

減価償却累計額及び減損損失累計額 △12,575 △12,446

建物及び構築物（純額） 7,273 7,390

機械装置及び運搬具 23,538 23,460

減価償却累計額及び減損損失累計額 △19,810 △19,511

機械装置及び運搬具（純額） 3,727 3,949

土地 7,639 7,639

リース資産 31 31

減価償却累計額 △9 △7

リース資産（純額） 22 23

建設仮勘定 936 867

その他 2,401 2,381

減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,061 △2,036

その他（純額） 340 345

有形固定資産合計 19,939 20,216

無形固定資産 255 281

投資その他の資産

投資有価証券 8,785 8,637

その他 663 681

貸倒引当金 △87 △87

投資損失引当金 △177 △382

投資その他の資産合計 9,184 8,848

固定資産合計 29,379 29,346

資産合計 44,695 45,150
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,180 2,784

短期借入金 1,000 1,000

1年内返済予定の長期借入金 1,252 1,252

未払金 1,127 1,536

未払法人税等 61 71

賞与引当金 74 156

その他 154 52

流動負債合計 6,851 6,853

固定負債

長期借入金 2,722 3,022

退職給付引当金 988 982

環境対策引当金 6 6

負ののれん 44 51

その他 535 647

固定負債合計 4,297 4,710

負債合計 11,148 11,564

純資産の部

株主資本

資本金 5,000 5,000

資本剰余金 25,689 25,905

利益剰余金 6,774 6,547

自己株式 △4,706 △4,706

株主資本合計 32,757 32,747

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 105 263

為替換算調整勘定 △197 △251

評価・換算差額等合計 △91 12

少数株主持分 880 827

純資産合計 33,547 33,586

負債純資産合計 44,695 45,150
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(2) 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 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年６月30日)

売上高 4,598 5,732

売上原価 4,030 4,723

売上総利益 567 1,008

販売費及び一般管理費 658 731

営業利益又は営業損失（△） △90 277

営業外収益

受取利息 33 32

受取配当金 3 6

持分法による投資利益 － 0

負ののれん償却額 6 6

その他 11 8

営業外収益合計 54 54

営業外費用

支払利息 18 12

持分法による投資損失 0 －

租税公課 － 4

その他 3 4

営業外費用合計 22 22

経常利益又は経常損失（△） △58 309

特別利益

貸倒引当金戻入額 0 0

特別利益合計 0 0

特別損失

固定資産処分損 15 14

会員権評価損 － 2

特別損失合計 15 17

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△73 292

法人税、住民税及び事業税 14 14

法人税等調整額 63 35

法人税等合計 78 49

少数株主損益調整前四半期純利益 － 243

少数株主利益 21 16

四半期純利益又は四半期純損失（△） △173 227
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当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

 該当事項はありません。 

  

  

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30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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