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(百万円未満切捨て)

１．平成27年３月期第３四半期の連結業績（平成26年４月１日～平成26年12月31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 ％

27年３月期第３四半期 20,962 4.8 1,160 1.4 1,329 5.0 1,534 57.5

26年３月期第３四半期 20,007 7.0 1,143 △7.8 1,266 △5.4 973 19.0

(注) 包括利益 27年３月期第３四半期 2,239 百万円 ( 33.2％) 26年３月期第３四半期 1,681 百万円 ( 53.2％)
　

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

27年３月期第３四半期 21.38 ―

26年３月期第３四半期 13.57 ―
　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

27年３月期第３四半期 47,325 39,193 80.3

26年３月期 44,974 37,493 80.6

(参考) 自己資本 27年３月期第３四半期 37,982百万円 26年３月期 36,270百万円
　

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

26年３月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00

27年３月期 ― 3.00 ―

27年３月期(予想) 3.00 6.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　

３．平成27年３月期の連結業績予想（平成26年４月１日～平成27年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

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

通期 29,000 9.5 1,500 10.2 1,700 11.7 1,500 29.2 20.90
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 27年３月期３Ｑ 89,983,085株 26年３月期 89,983,085株

② 期末自己株式数 27年３月期３Ｑ 18,229,411株 26年３月期 18,218,497株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年３月期３Ｑ 71,759,994株 26年３月期３Ｑ 71,777,981株

　

※ 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。
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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

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、消費税増税後の駆け込み需要の反動等による個人消費の減少

が長期化しておりますが、政府の積極的な経済・金融政策の効果もあったことにより、企業収益は回復基調で推移

いたしました。一方で、世界経済においては、米国経済では回復の動きが見られましたが、欧州経済の低迷の長期

化や新興国の経済の減速等により、先行きは不透明な状況となっております。

　このような経済環境のもと、当社グループは、東北ユーロイド工業株式会社の連結子会社化をはじめグループの

更なる経営基盤の強化を図り、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、住宅関連向け樹脂は環境対策を主軸とした新製品の販売が増加したものの、住宅着工件

数の減少により低調に推移いたしました。しかしながら、自動車関連向け樹脂が円安による輸出の回復や新規顧客

の増加を受け堅調に推移し、建設機械向け樹脂が中小型建設機械の需要の回復や新規顧客の増加を受け堅調に推移

いたしました。また、電子材料向け樹脂は新製品の市場投入及び新規顧客の増加により堅調に推移いたしました。

その結果、化学品事業は増収となりました。

　食品事業においては、夏場の天候不順の影響を受け飲料向けの異性化糖等が低調に推移した結果、減収となりま

した。

　不動産活用業は、ほぼ前年並みの推移となりました。

　以上の結果、当社グループの売上高は前年同期比4.8％増加の20,962百万円となりました。

　利益面では、原材料価格の上昇等に起因する在外子会社の低迷等を受けましたが、グループ全体で生産効率の向

上に取り組み、コスト削減活動に努めたことにより、営業利益は前年同期比1.4％増加の1,160百万円、経常利益は

前年同期比5.0％増加の1,329百万円となりました。四半期純利益につきましては、税効果会計の影響及び投資有価

証券売却益を特別利益に計上したことにより前年同期比57.5％増加の1,534百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四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2,351百万円増加し、47,325百万円となりまし

た。これは、連結子会社増加による影響と、主に売上高の増加により売上債権が増加したことに加え、有価証券が

新規購入や時価上昇等により増加したことによります。

　負債合計は前連結会計年度末と比べ652百万円増加し、8,132百万円となりました。これは、連結子会社増加によ

る影響と、主に仕入債務が増加したことによります。

　純資産合計は前連結会計年度末と比べ1,699百万円増加し、39,193百万円となりました。これは、主に配当金の支

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等により増加したことによります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年３月期の連結業績予想につきましては、平成26年5月15日発表の通期の数値から変更はありません。
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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

　 該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　 該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計方針の変更）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）

及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号平成24年５月17日。以下「退職給付

適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについ

て第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間

帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間に

ついて従業員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から退職給付の支払見込期間及び支払見

込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第３四

半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加

減しております。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が50百万円増加し、利益剰余金が32百万円

減少しております。なお、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への

影響は軽微であります。

３．継続企業の前提に関する重要事象等

　該当事項はありません。

決算短信 （宝印刷）  2015年01月29日 08時12分 5ページ （Tess 1.40 20131220_01）



群栄化学工業㈱(4229) 平成27年３月期第３四半期決算短信

－ 4 －

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26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,795 6,582

受取手形及び売掛金 7,322 8,441

有価証券 508 1,308

商品及び製品 2,179 2,368

仕掛品 55 67

原材料及び貯蔵品 1,015 1,029

その他 477 442

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 18,353 20,238

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 20,436 21,049

減価償却累計額及び減損損失累計額 △13,969 △14,705

建物及び構築物（純額） 6,466 6,343

機械装置及び運搬具 26,871 28,009

減価償却累計額及び減損損失累計額 △23,258 △24,769

機械装置及び運搬具（純額） 3,613 3,239

土地 7,646 7,969

リース資産 102 96

減価償却累計額 △25 △36

リース資産（純額） 77 59

建設仮勘定 15 191

その他 2,583 2,661

減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,254 △2,309

その他（純額） 328 351

有形固定資産合計 18,148 18,156

無形固定資産 19 16

投資その他の資産

投資有価証券 7,619 7,900

その他 915 1,094

貸倒引当金 △82 △81

投資その他の資産合計 8,452 8,913

固定資産合計 26,620 27,086

資産合計 44,974 47,325
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 3,484 4,202

1年内返済予定の長期借入金 259 259

未払金 807 749

未払法人税等 189 274

賞与引当金 208 134

その他 84 291

流動負債合計 5,033 5,912

固定負債

長期借入金 499 314

環境対策引当金 16 22

固定資産撤去引当金 ― 21

退職給付に係る負債 1,064 1,147

その他 866 714

固定負債合計 2,446 2,220

負債合計 7,480 8,132

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 9,416 10,486

自己株式 △4,726 △4,730

株主資本合計 35,379 36,445

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 863 1,373

為替換算調整勘定 104 202

退職給付に係る調整累計額 △77 △39

その他の包括利益累計額合計 890 1,537

少数株主持分 1,223 1,210

純資産合計 37,493 39,193

負債純資産合計 44,974 47,325
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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３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

売上高 20,007 20,962

売上原価 16,571 17,355

売上総利益 3,436 3,607

販売費及び一般管理費 2,292 2,446

営業利益 1,143 1,160

営業外収益

受取利息 55 42

受取配当金 39 41

持分法による投資利益 ― 8

為替差益 0 59

その他 46 38

営業外収益合計 141 190

営業外費用

支払利息 5 14

持分法による投資損失 0 ―

その他 12 7

営業外費用合計 18 22

経常利益 1,266 1,329

特別利益

固定資産売却益 0 0

投資有価証券売却益 ― 253

保険差益 6 18

特別利益合計 6 271

特別損失

固定資産処分損 12 8

会員権評価損 0 ―

特別損失合計 12 8

税金等調整前四半期純利益 1,260 1,592

法人税、住民税及び事業税 153 395

法人税等調整額 50 △335

法人税等合計 204 59

少数株主損益調整前四半期純利益 1,056 1,532

少数株主利益又は少数株主損失（△） 82 △1

四半期純利益 973 1,534
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,056 1,532

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 285 509

為替換算調整勘定 321 154

退職給付に係る調整額 ― 38

持分法適用会社に対する持分相当額 18 3

その他の包括利益合計 624 706

四半期包括利益 1,681 2,239

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,470 2,180

少数株主に係る四半期包括利益 210 58
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（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）

　 該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　当第３四半期連結累計期間（自平成26年４月１日至平成26年12月31日）

　該当事項はありません。
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