
平成30年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成29年７月31日

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 喜一郎

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29年８月10日 配当支払開始予定日 ―

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
　

(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第１四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年３月期第１四半期 6,672 4.5 696 △0.8 731 7.7 494 △1.8

29年３月期第１四半期 6,384 △9.4 701 0.2 679 △3.4 503 10.4

(注)包括利益 30年３月期第１四半期 696 百万円 ( 662.6％) 29年３月期第１四半期 91 百万円 (△87.6％)

　

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

30年３月期第１四半期 71.34 －

29年３月期第１四半期 71.50 －
（注）当社は、平成28年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。これに伴い、前連結会計年度の期首に当

該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益を算定しております。

　
（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 ％

30年３月期第１四半期 50,996 40,806 77.6

29年３月期 51,216 40,452 76.5

(参考) 自己資本 30年３月期第１四半期 39,596 百万円 29年３月期 39,201 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

29年３月期 － 4.00 － 40.00 ―

30年３月期 －

30年３月期(予想) 35.00 － 35.00 70.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
※平成29年３月期第２四半期末配当金４円00銭の内訳は、普通配当３円00銭と記念配当１円00銭になります。

また、当社は平成28年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。平成29年３月期の１株当たり期末配当金

につきましては、当該株式併合の影響を考慮した金額を記載し、年間配当金合計は「―」として記載しております。

　

３．平成30年３月期の連結業績予想（平成29年４月１日～平成30年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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) 13,200 4.8 1,020 △23.4 1,100 △19.9 750 △25.2 107.61

通期 26,800 5.7 1,970 △27.7 2,100 △28.2 1,400 △24.6 200.87

(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 ： 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

（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) 30年３月期１Ｑ 8,998,308株 29年３月期 8,998,308株

② 期末自己株式数 30年３月期１Ｑ 2,067,038株 29年３月期 2,066,820株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期１Ｑ 6,931,380株 29年３月期１Ｑ 7,046,387株

（注）当社は、平成28年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。これに伴い、

前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、期末発行済株式数、期末自己株式数及び期中平均

株式数を算定しております。

　

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

　

※ 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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善や個人消費の持ち直し、また、世界経済の回

復基調を受けて輸出が持ち直したことなどにより、緩やかな回復基調が継続いたしました。

　このような経済環境のもと、当社グループは、グループの更なる事業基盤の強化を図り、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を行うなど積極的な事業活動を行ってまいりました。

　化学品事業においては、電子材料向け樹脂及び住宅関連向け樹脂、自動車関連向け樹脂、建設機械向け樹脂が堅

調に推移した結果、増収となりました。

　食品事業においては、異性化糖の各種飲料向けが伸び悩んだ結果、減収となりました。

　不動産活用業は、ほぼ前年並みで推移いたしました。

　以上の結果、当社グループの売上高は前年同期比4.5％増加の6,672百万円となりました。

　利益面では、グループ全体で生産性の向上及びコスト削減の取り組みを実施いたしましたが、輸入原材料価格の

上昇等の影響を受けたことにより、営業利益は前年同期比0.8％減少の696百万円となりました。経常利益は前年同

期比で為替差損が減少したこと等により7.7％増加の731百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は税効果会計

の影響等により前年同期比1.8％減少の494百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

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219百万円減少し、50,996百万円となりまし

た。これは、主に現金及び預金が減少したことによるものです。

　負債合計は前連結会計年度末と比べ573百万円減少し、10,189百万円となりました。これは、主に未払法人税等及

び未払金、借入金が減少したことによるものです。

　純資産合計は前連結会計年度末と比べ354百万円増加し、40,806百万円となりました。これは、利益剰余金及びそ

の他有価証券評価差額金が増加したことによるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成30年３月期の連結業績予想につきましては、平成29年５月15日発表の第２四半期連結累計期間及び通期の数

値から変更はありません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（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29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,758 9,208

受取手形及び売掛金 6,857 7,161

有価証券 2,101 1,700

商品及び製品 1,515 1,517

仕掛品 532 618

原材料及び貯蔵品 916 980

その他 398 313

貸倒引当金 △0 －

流動資産合計 22,079 21,499

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 21,665 21,683

減価償却累計額及び減損損失累計額 △15,520 △15,609

建物及び構築物（純額） 6,144 6,073

機械装置及び運搬具 29,628 29,653

減価償却累計額及び減損損失累計額 △26,619 △26,738

機械装置及び運搬具（純額） 3,009 2,915

土地 7,969 7,969

リース資産 138 138

減価償却累計額及び減損損失累計額 △84 △89

リース資産（純額） 53 48

建設仮勘定 397 669

その他 2,799 2,811

減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,399 △2,413

その他（純額） 399 398

有形固定資産合計 17,974 18,074

無形固定資産 34 34

投資その他の資産

投資有価証券 9,871 10,193

その他 1,334 1,272

貸倒引当金 △78 △78

投資その他の資産合計 11,127 11,388

固定資産合計 29,136 29,496

資産合計 51,216 50,996
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 3,103 3,512

1年内返済予定の長期借入金 654 600

未払金 1,866 1,540

未払法人税等 646 140

賞与引当金 362 197

その他 123 358

流動負債合計 6,758 6,348

固定負債

長期借入金 1,650 1,500

環境対策引当金 35 35

固定資産撤去引当金 21 21

退職給付に係る負債 1,711 1,705

その他 586 579

固定負債合計 4,005 3,841

負債合計 10,763 10,189

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 12,469 12,686

自己株式 △5,454 △5,454

株主資本合計 37,705 37,921

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,531 1,705

繰延ヘッジ損益 △0 △0

為替換算調整勘定 25 25

退職給付に係る調整累計額 △61 △55

その他の包括利益累計額合計 1,495 1,675

非支配株主持分 1,251 1,209

純資産合計 40,452 40,806

負債純資産合計 51,216 50,996
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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 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 6,384 6,672

売上原価 4,808 5,092

売上総利益 1,576 1,580

販売費及び一般管理費 874 883

営業利益 701 696

営業外収益

受取利息 15 14

受取配当金 5 9

持分法による投資利益 1 3

その他 10 15

営業外収益合計 33 42

営業外費用

支払利息 6 2

為替差損 42 －

その他 7 5

営業外費用合計 56 7

経常利益 679 731

特別利益

固定資産売却益 0 0

保険差益 0 9

受取和解金 43 －

特別利益合計 43 9

特別損失

固定資産処分損 4 5

その他 0 －

特別損失合計 5 5

税金等調整前四半期純利益 717 736

法人税、住民税及び事業税 109 107

法人税等調整額 59 111

法人税等合計 169 219

四半期純利益 548 516

非支配株主に帰属する四半期純利益 44 22

親会社株主に帰属する四半期純利益 503 494
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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 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純利益 548 516

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △283 172

繰延ヘッジ損益 △0 0

為替換算調整勘定 △176 △0

退職給付に係る調整額 5 6

持分法適用会社に対する持分相当額 △3 0

その他の包括利益合計 △457 179

四半期包括利益 91 696

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 115 674

非支配株主に係る四半期包括利益 △24 21
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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１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日)

　該当事項はありません。

（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 平成28年４月１日 至 平成28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 4,882 1,441 60 6,384

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － －

計 4,882 1,441 60 6,384

セグメント利益 626 36 39 701

(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 平成29年４月１日 至 平成29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 5,328 1,282 61 6,672

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － －

計 5,328 1,282 61 6,672

セグメント利益 586 68 41 696

(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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