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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第2四半期 12,430 ― 435 ― 539 ― 379 ―

20年3月期第2四半期 11,568 4.5 447 2.7 593 △22.5 △2,840 ―

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2四半期 5.21 ―

20年3月期第2四半期 △38.97 ―

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2四半期 50,801 35,602 68.3 488.85
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2四半期  34,719百万円 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  無  

   21年３月期第２四半期の配当原資には、資本剰余金が含まれています。詳細は２ページ「資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳」をご覧ください。  

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） ――― ――― ― 3.00 6.00

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  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 25,800 9.6 800 △25.6 1,000 △23.1 600 ― 8.24

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、４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、４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2四半期  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2四半期  17,154,448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2四半期  72,838,787株 20年3月期第2四半期  72,889,961株
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資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳 
  
21年３月期第２四半期の配当のうち、資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳は以下のとおりです。 

 

基準日 第２四半期末

１株当たり配当金         ３円00銭

配当金総額        218百万円

 （注）純資産減少割合 0.007
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当第２四半期累計期間（平成20年4月1日～平成20年9月30日）におけるわが国経済は、雇用者所得の伸

び悩みや原油及び穀物価格の高騰等の影響により、企業収益の悪化が見られました。 

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展開しまし

た。その結果、売上高は12,430百万円と前年同期に比べ増収となり、営業利益は435百万円、経常利益は

539百万円と前年同期に比べ減益となりました。四半期純利益は379百万円であり、前年同期においては食

品製造設備の減損処理による特別損失を計上したため、当四半期累計期間は増益となりました。 

化学品事業は、原油等の資源価格の高騰により原材料価格の高騰が続き、原材料価格上昇分における製

品価格是正が遅れましたが、在外子会社の業績が堅調であったため、前年同期に比べ増収、増益となりま

した。 

食品事業は、前年度からの世界的な穀物需要増加により原材料価格の高騰が続き、原材料価格上昇分に

おける製品価格是正が遅れたため、前年同期に比べ、増収、減益となりました。 

その他事業は、高機能繊維について、原材料価格の高騰により前年同期に比べ、減益となりました。 

  

  
当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、50,801百万円となりました。これは、新工場建設に

よる有形固定資産の増加があったものの、有価証券の償還による減少との時価の下落により、資産合計が

減少しております。 

負債合計は、15,199百万円となりました。これは、新工場建設に係る設備代金の支払による未払金の減

少及び借入金の返済による減少により、負債合計が減少しております。 

純資産合計は、35,602百万円となりました。これは、配当金の支払及び有価証券の時価の下落による評

価差額金の減少により、純資産合計が減少しております。 
  

  
今後の経済見通しにつきましては、世界的な金融危機、為替の変動、原材料価格の変動等により、不透

明な状況が続くと予想されます。 

通期の業績予想につきましては、第３四半期以降に原材料価格の上昇分における価格是正により収益性

の改善に努めてまいりますが、世界的な金融危機の影響による実体経済の減速等により業績の見通しに不

透明さが残るため、現時点では通期の業績予想を行うことは困難な状況であり、平成20年５月16日発表の

業績予想とおりの見通しとしております。 

 なお、合理的な見積もりが可能となった時点で、予想値と異なる場合にはすみやかに発表することとい

たします。 

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２四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２四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18百万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

群栄化学工業㈱　(4229)　平成21年３月期第２四半期決算短信

－4－



  

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２四半期連結会計期間の減価償却費は従来の方法に比べて34百万円増加
し、営業利益、経常利益、及び税金等調整前四半期純利益が27百万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、
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２四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、長期未払金として固
定負債の「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２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 4,574 3,798 

受取手形及び売掛金 7,051 6,998 

有価証券 1,506 4,804 

商品 45 28 

製品 1,499 1,358 

半製品 377 314 

原材料 695 531 

仕掛品 38 126 

貯蔵品 65 66 

その他 400 274 

貸倒引当金 △1 △1 

流動資産合計 16,252 18,301 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 19,401 18,926 

減価償却累計額 △13,071 △12,932 

建物及び構築物（純額） 6,329 5,994 

機械装置及び運搬具 24,027 23,602 

減価償却累計額 △20,186 △19,920 

機械装置及び運搬具（純額） 3,841 3,682 

土地 7,634 7,634 

建設仮勘定 2,824 2,388 

その他 2,409 2,359 

減価償却累計額 △1,958 △1,899 

その他（純額） 450 459 

有形固定資産合計 21,079 20,159 

無形固定資産 375 323 

投資その他の資産 

投資有価証券 12,541 14,166 

その他 931 979 

貸倒引当金 △174 △172 

投資損失引当金 △204 △204 

投資その他の資産合計 13,093 14,769 

固定資産合計 34,549 35,252 

資産合計 50,801 53,553 
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（単位：百万円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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20年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 3,621 3,401 

短期借入金 2,000 2,000 

1年内返済予定の長期借入金 2,049 2,049 

未払法人税等 81 127 

賞与引当金 137 168 

役員賞与引当金 15 10 

その他 2,422 3,275 

流動負債合計 10,328 11,032 

固定負債 

長期借入金 3,150 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 90 103 

その他 629 886 

固定負債合計 4,871 6,287 

負債合計 15,199 17,320 

純資産の部 

株主資本 

資本金 5,000 5,000 

資本剰余金 26,197 26,416 

利益剰余金 7,669 7,289 

自己株式 △4,511 △4,508 

株主資本合計 34,355 34,197 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 442 842 

繰延ヘッジ損益 △3 △4 

為替換算調整勘定 △75 186 

評価・換算差額等合計 364 1,024 

少数株主持分 882 1,011 

純資産合計 35,602 36,233 

負債純資産合計 50,801 53,553 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：百万円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 12,430 

売上原価 10,415 

売上総利益 2,015 

販売費及び一般管理費 1,579 

営業利益 435 

営業外収益 

受取利息 88 

受取配当金 41 

負ののれん償却額 13 

持分法による投資利益 8 

その他 40 

営業外収益合計 190 

営業外費用 

支払利息 46 

為替差損 19 

その他 20 

営業外費用合計 86 

経常利益 539 

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 24 

投資有価証券売却損 2 

役員退職慰労金 3 

特別損失合計 31 

税金等調整前四半期純利益 535 

法人税、住民税及び事業税 65 

法人税等調整額 1 

法人税等合計 66 

少数株主利益 89 

四半期純利益 379 
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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２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 
 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20年４月１日 至 平成20年９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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「参考」

前中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

区分 金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 11,568 100.0

Ⅱ 売上原価 9,615 83.1

   売上総利益 1,952 16.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 運送・保管料 344

 ２ 給料 300

 ３ 賞与引当金繰入額 60

 ４ 役員賞与引当金繰入額 10

 ５ 退職給付費用 21

 ６ 役員退職慰労引当金繰入額 4

 ７ 減価償却費 62

 ８ 研究開発費 138

 ９ その他 562 1,504 13.0

   営業利益 447 3.9

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 104

 ２ 受取配当金 40

 ３ 持分法による投資利益 23

 ４ 負ののれん償却額 7

 ５ その他 24 202 1.7

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 35

 ２ 租税公課 7

 ３ その他 13 57 0.5

   経常利益 593 5.1

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産処分損 157

 ２ 減損損失 3,065

 ３ 貸倒引当金繰入額 41

 ４ たな卸資産廃棄損 28

 ５ 環境対策引当金繰入額 6 3,299 28.5

   税金等調整前中間純損失 △2,706 △23.4

   法人税、住民税及び事業税 86

   法人税等調整額 △43 42 0.4

   少数株主利益 90 0.8

   中間純損失 △2,840 △24.6
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