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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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 ％

22年3月期第3四半期 14,051 △22.3 159 18.1 258 15.1 222 ―

21年3月期第3四半期 18,092 ― 134 ― 224 ― △77 ―

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

22年3月期第3四半期 3.09 ―

21年3月期第3四半期 △1.07 ―

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

22年3月期第3四半期 42,701 33,496 76.6 455.46
21年3月期 45,380 33,106 71.3 450.47

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  32,718百万円 21年3月期  32,368百万円

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  

22年３月期の配当予想額は未定であります。［詳細は２ページ※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項をご覧下さい。］ 

1株当たり配当金

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

21年3月期 ― 3.00 ― 1.00 4.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

― ―

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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 19,000 △14.7 350 ― 500 ― 300 ― 4.18
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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）  有  
［除外 ３社（社名 群栄商事株式会社、群栄ボーデン株式会社、日本カイノール株式会社）］ 
［（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】  ４．その他をご覧下さい。］ 

(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．その他をご覧下さい。］ 

(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．その他をご覧下さい。］ 

(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 

 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。 
 なお、期末配当予想につきましては、平成22年１月以降も景気動向が不透明であるため、引き続き未定とさせていただきますが、今後の業績及び財政状
態等を総合的に勘案したうえで、決定次第速やかに発表いたします。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 89,983,085株 21年3月期  89,983,085株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期 18,145,344株 21年3月期  18,128,271株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 71,845,874株 21年3月期第3四半期 72,529,007株
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・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 
当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、生産や輸出の回復が見られ、景気悪化にも底打ちの兆

しが見られるものの、設備投資の回復の遅れや雇用・所得環境の厳しさによる個人消費の低迷、デフ
レによる企業収益の下振れリスクは依然として高く、先行きは不透明な状況となっております。 
 このような状況のもと、当社グループは、子会社３社の吸収合併及び製・販・技一体としたユニッ
ト制の導入により販売体制の合理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、電子材料向け樹脂は中国特需等海外向けが好調に推移いたしましたが、自
動車向け及び住宅向け樹脂は第２四半期連結累計期間までの不振を取り戻せず、また、在外子会社は
回復基調であるものの前年同期に比べ低調に推移いたしました。 
 食品事業においては、夏場の天候不順等により第２四半期連結会計期間以降伸び悩みましたが、第
１四半期連結会計期間における夏場に向けた飲料向け製品が好調に推移いたしました。 
 この結果、食品事業では増収となったものの、化学品事業が大きく減収となり、当社グループの売
上高は 14,051 百万円と前年同期に比べ 22.3％の減収となりました。 
 利益面では、売上高の減少や新工場稼動に伴う減価償却費等の経費増加がありましたが、合併の効
果及びコスト削減活動に努めてまいりました結果、営業利益は前年同期比 18.1％増の 159 百万円、経
常利益は前年同期比 15.1％増加の 258 百万円、四半期純利益は 222 百万円（前年同期 77 百万円の四半
期純損失）となりました。 
 

 

2. 連結財政状態に関する定性的情報 
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 2,678 百万円減少し、42,701 百

万円となりました。これは、設備投資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
よる減少及び借入金返済による現金の減少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 3,068 百万円減少し、9,205 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 389 百万円増加し、33,496 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及び有価証券の時価回復による評価差額金の増加が主な要
因であります。 
 
 

3. 連結業績予想に関する定性的情報 
業績予想及び配当予想につきましては、現時点では変動等は想定されないことから、平成 21 年 10

月 27 日発表の通期予想及び配当予想に変更はありません。 
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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) 

 
 （主要な関係会社の異動） 
 前連結会計年度末において、当社の連結子会社であった群栄商事株式会社、群栄ボーデン株式
会社及び日本カイノール株式会社は、平成 21 年４月１日付で当社が吸収合併したため、消滅して
おります。 
 

(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 
 
１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四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．棚卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実施棚卸を省略し、前連結会計年
度末の実施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。 

 
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。 

 
 
(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 

 
   該当事項はありません。 
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,134 4,554 

受取手形及び売掛金 5,694 5,485 

有価証券 606 2,288 

商品及び製品 1,539 1,656 

仕掛品 13 17 

原材料及び貯蔵品 515 602 

その他 573 705 

貸倒引当金 △0 △0 

流動資産合計 13,077 15,309 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 19,841 19,612 

減価償却累計額及び減損損失累計額 △12,318 △11,925 

建物及び構築物（純額） 7,522 7,686 

機械装置及び運搬具 23,390 22,716 

減価償却累計額及び減損損失累計額 △19,201 △18,142 

機械装置及び運搬具（純額） 4,188 4,574 

土地 7,639 7,639 

リース資産 31 25 

減価償却累計額及び減損損失累計額 △5 △2 

リース資産（純額） 25 22 

建設仮勘定 490 67 

その他 2,386 2,360 

減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,015 △1,919 

その他（純額） 370 440 

有形固定資産合計 20,237 20,431 

無形固定資産 305 363 

投資その他の資産   

投資有価証券 8,705 8,763 

その他 668 887 

貸倒引当金 △88 △169 

投資損失引当金 △204 △204 

投資その他の資産合計 9,081 9,276 

固定資産合計 29,623 30,071 

資産合計 42,701 45,380 
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,620 2,293 

短期借入金 1,000 2,600 

1年内返済予定の長期借入金 750 1,400 

未払金 983 1,599 

未払法人税等 49 44 

賞与引当金 85 135 

その他 190 56 

流動負債合計 5,679 8,128 

固定負債   

長期借入金 2,155 2,775 

退職給付引当金 974 955 

環境対策引当金 6 6 

負ののれん 57 77 

その他 332 331 

固定負債合計 3,525 4,145 

負債合計 9,205 12,273 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,000 5,000 

資本剰余金 25,905 25,977 

利益剰余金 6,811 6,589 

自己株式 △4,705 △4,701 

株主資本合計 33,011 32,864 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6 △185 

繰延ヘッジ損益 － △0 

為替換算調整勘定 △285 △310 

評価・換算差額等合計 △292 △496 

少数株主持分 777 738 

純資産合計 33,496 33,106 

負債純資産合計 42,701 45,380 
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   (2)【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20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 18,092 14,051 

売上原価 15,629 11,938 

売上総利益 2,463 2,112 

販売費及び一般管理費 2,328 1,953 

営業利益 134 159 

営業外収益   

受取利息 120 94 

受取配当金 58 21 

負ののれん償却額 19 19 

持分法による投資利益 12 － 

その他 54 40 

営業外収益合計 265 176 

営業外費用   

支払利息 67 49 

持分法による投資損失 － 6 

為替差損 54 8 

その他 53 13 

営業外費用合計 175 77 

経常利益 224 258 

特別利益   

償却債権取立益 25 － 

貸倒引当金戻入額 0 75 

保険差益 － 98 

特別利益合計 26 173 

特別損失   

固定資産処分損 149 31 

投資有価証券評価損 4 － 

投資有価証券売却損 2 － 

役員退職慰労金 3 － 

特別損失合計 159 31 

税金等調整前四半期純利益 91 400 

法人税、住民税及び事業税 86 52 

法人税等調整額 △36 48 

法人税等合計 49 101 

少数株主利益 120 76 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △77 222 
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(3) 継続企業の前提に関する注記 
 
 該当事項はありません。 

 
 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 
 
 該当事項はありません。 
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