
平成26年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成25年10月31日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 群栄化学工業株式会社 上場取引所 東 
コード番号 4229 URL http://www.gunei-chemical.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 有田 喜一
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員管理本部長 （氏名） 瀧井 康雄 TEL 027-353-1810
四半期報告書提出予定日 平成25年11月14日 配当支払開始予定日 平成25年12月9日
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9月30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 ％

26年3月期第2四半期 13,381 7.2 720 △17.5 817 △11.3 679 16.7
25年3月期第2四半期 12,487 0.8 873 63.6 921 47.3 581 △4.4

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 1,382百万円 （140.1％） 25年3月期第2四半期 575百万円 （23.0％）

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3月期第2四半期 9.46 ―
25年3月期第2四半期 8.11 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 44,503 37,337 81.3
25年3月期 43,825 36,254 80.3
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  36,160百万円 25年3月期  35,200百万円

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3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
26年3月期 ― 3.00
26年3月期（予想） ― 3.00 6.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31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 26,600 6.8 1,350 △11.6 1,470 △16.1 1,100 △0.2 15.32



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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いません。 

※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、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。 

※  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3月期2Q 89,983,085 株 25年3月期 89,983,085 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 18,209,439 株 25年3月期 18,196,580 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 71,780,707 株 25年3月期2Q 71,797,948 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策及び日本銀行の金融政策を背景と

した円安による輸出環境の改善や株価の持ち直しにより、景気回復の動きが見られました。しかしなが

ら、米国の財政不安や欧州の債務問題、中国経済の減速等、依然として実体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、新規顧客の獲得やきめ細かい

技術指導等を提供するなど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、自動車関連向け及び建設機械向け樹脂が当第２四半期連結累計期間後半では

回復の兆しがあるものの、世界的な需要の低迷や海外への生産移転の影響により低調に推移いたしまし

た。一方、住宅関連向け樹脂は住宅着工件数の増加に伴い堅調に推移し、電子材料向け樹脂は半導体向

けや液晶向けだけでなく、その周辺部材への製品開発や販路開拓に注力した結果、高付加価値製品を中

心に好調に推移いたしました。また、在外子会社の業績も堅調に推移したため、化学品事業は増収とな

りました。 

食品事業においては、異性化糖だけでなく、ピュアトース等の高付加価値製品の拡販に注力した結

果、増収となりました。 

不動産活用業においては、前年同期並みに推移いたしました。 

以上の結果、当社グループの売上高は、前年同期比7.2％増加の13,381百万円となりました。 

利益面では、生産効率の向上に取り組み、ユーティリティ関連を中心としたコスト削減活動に努めた

ことに加え、高付加価値製品の販売の伸張等による利益貢献の高まりがありましたが、円安の進行によ

る輸入原材料価格の上昇等の影響を受け、営業利益は前年同期比17.5％減少の720百万円、経常利益は

前年同期比11.3％減少の817百万円となりました。四半期純利益につきましては、前年同期においては

投資有価証券評価損を特別損失に計上したことにより581百万円でありましたが、当第２四半期連結累

計期間は679百万円と前年同期比16.7％の増益となりました。 

  

当第２四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678百万円増加し、44,503百万円

となりました。これは、売上高の増加に伴い売上債権の回収が進み、現預金が増加したためでありま

す。 

負債合計は前連結会計年度末と比べ404百万円減少し、7,166百万円となりました。これは、設備関係

の未払金及び借入金が減少したためであります。 

純資産合計は前連結会計年度末と比べ1,082百万円増加し、37,337百万円となりました。これは、配

当金の支払いがあったものの、四半期純利益の計上により利益剰余金が増加したことに加え、その他有

価証券評価差額金が有価証券の時価上昇により増加し、為替換算調整勘定が円安により増加したためで

あります。 

  

平成26年３月期の連結業績予想につきましては、平成25年5月15日発表の通期の数値から変更はあり

ません。 

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

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等

群栄化学工業㈱（4229）　平成26年３月期第２四半期決算短信

- 3 -



４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,616 5,525

受取手形及び売掛金 7,670 7,502

有価証券 584 382

商品及び製品 2,135 2,033

仕掛品 20 86

原材料及び貯蔵品 956 1,061

その他 556 589

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 16,539 17,180

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 20,163 20,219

減価償却累計額及び減損損失累計額 △13,692 △13,883

建物及び構築物（純額） 6,470 6,336

機械装置及び運搬具 25,783 26,021

減価償却累計額及び減損損失累計額 △22,370 △22,906

機械装置及び運搬具（純額） 3,412 3,114

土地 7,646 7,646

リース資産 59 63

減価償却累計額 △33 △40

リース資産（純額） 26 22

建設仮勘定 780 867

その他 2,494 2,532

減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,217 △2,234

その他（純額） 276 298

有形固定資産合計 18,612 18,286

無形固定資産 24 18

投資その他の資産   

投資有価証券 7,575 7,970

その他 1,156 1,131

貸倒引当金 △83 △82

投資その他の資産合計 8,648 9,018

固定資産合計 27,285 27,322

資産合計 43,825 44,503
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,309 3,368

1年内返済予定の長期借入金 259 259

未払金 968 544

未払法人税等 134 111

賞与引当金 195 249

課徴金引当金 83 －

その他 86 132

流動負債合計 5,037 4,666

固定負債   

長期借入金 759 629

退職給付引当金 981 976

環境対策引当金 16 16

その他 775 877

固定負債合計 2,533 2,500

負債合計 7,571 7,166

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,000 5,000

資本剰余金 25,689 25,689

利益剰余金 8,686 9,150

自己株式 △4,716 △4,722

株主資本合計 34,660 35,117

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 714 981

為替換算調整勘定 △173 60

その他の包括利益累計額合計 540 1,042

少数株主持分 1,053 1,176

純資産合計 36,254 37,337

負債純資産合計 43,825 44,503
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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２四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 12,487 13,381

売上原価 10,109 11,105

売上総利益 2,377 2,276

販売費及び一般管理費 1,503 1,555

営業利益 873 720

営業外収益   

受取利息 47 38

受取配当金 35 38

負ののれん償却額 5 －

持分法による投資利益 1 －

その他 18 46

営業外収益合計 107 122

営業外費用   

支払利息 11 4

為替差損 22 13

持分法による投資損失 － 2

その他 26 5

営業外費用合計 60 26

経常利益 921 817

特別利益   

固定資産売却益 0 －

投資有価証券売却益 24 －

特別利益合計 25 －

特別損失   

固定資産処分損 7 6

投資有価証券評価損 214 －

会員権評価損 5 －

特別損失合計 227 6

税金等調整前四半期純利益 719 810

法人税、住民税及び事業税 90 102

法人税等調整額 △2 △25

法人税等合計 88 76

少数株主損益調整前四半期純利益 631 734

少数株主利益 49 55

四半期純利益 581 679
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 631 734

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △90 266

為替換算調整勘定 35 361

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 19

その他の包括利益合計 △55 647

四半期包括利益 575 1,382

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 508 1,181

少数株主に係る四半期包括利益 67 200
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 該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日） 

 該当事項はありません。 

  

１．新任代表取締役 

代表取締役副社長      有田 喜一郎(前  取締役副社長) 

  

 該当事項はありません。 

（３）四半期連結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）

５．その他

（１）役員の異動

①  代表者の異動（追加選定）（平成25年10月31日付）

②  その他の役員の異動
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