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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 6,310 10.1 390 40.6 458 48.1 391 72.3
23年3月期第1四半期 5,732 24.7 277 ― 309 ― 227 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 447百万円 （153.1％） 23年3月期第1四半期 176百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 5.45 ―
23年3月期第1四半期 3.16 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 43,368 34,343 77.2
23年3月期 43,094 34,111 77.3
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  33,490百万円 23年3月期  33,304百万円

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  
平成24年３月期期末の配当予想額は未定であります。 

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

23年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 3.00 ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 平成24年３月期通期の連結業績予想については、現時点で合理的な算定が困難であるため未定とし、記載しておりません。詳細は（添付資料）２ページ「１．
当四半期決算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」をご覧ください。 

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

第2四半期(累計) 12,700 10.6 500 △10.6 600 △8.3 500 △5.4 6.92
通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―



(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。 

4.  その他

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） 24年3月期1Q 89,983,085 株 23年3月期 89,983,085 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 18,168,322 株 23年3月期 18,166,302 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 71,815,678 株 23年3月期1Q 71,832,713 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アジア経済の堅調な推移や米国の緩やかな景気回

復を受け、企業収益の改善が見られたものの、資材価格の高止まりや円高の継続、欧州を中心とする金

融不安、電力の供給不安等により景気の見通しが不透明な状況で推移いたしました。 

このような状況のもと、当社グループは、事業環境の変化に対応した積極的な営業活動を行うととも

に、収益改善に努めてまいりました。 

化学品事業においては、自動車関連向け樹脂は、東日本大震災のサプライチェーンへの影響により減

少しましたが、建設機械向け及び電子材料向け樹脂が好調に推移し、また、在外子会社も堅調に推移い

たしました。食品事業及び不動産活用業においては、ほぼ前年並みで推移いたしました。 

この結果、当社グループの売上高は6,310百万円と前年同期に比べ10.1％の増加となりました。 

利益面では、前年度から引き続き、生産効率の向上に取り組み、コスト削減活動に努めてまいりまし

た結果、営業利益は390百万円（前年同期比40.6％の増加）、経常利益は458百万円（前年同期比48.1％

の増加）、四半期純利益は391百万円（前年同期比72.3％の増加）となりました。  

  

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273百万円増加し、43,368百万円

となりました。これは、売上高増加による売掛債権の増加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42百万円増加し、9,025百万円となりました。これは、借入金の

返済による減少があったものの、仕入債務が増加したこと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231百万円増加し、34,343百万円となりました。これは、配当

金の支払いによる減少があったものの、四半期純利益を計上したことが主な要因であります。 

  

今後の見通しにつきましては、電子材料向け樹脂については、夏場以降に在庫調整の兆しが見えるも

のの海外向けを中心に堅調に推移するものと予想されます。また、自動車関連向け樹脂については、期

前半は震災の影響により伸び悩みましたが、夏場以降は徐々に回復してくるものと予想されます。海外

子会社については、堅調に推移していくものと予想されます。このような状況のもと、平成24年３月期

第２四半期累計期間（平成23年４月１日～平成23年９月30日）の業績予想につきましては、平成23年６

月17日付の発表値を据え置いております。 

なお、通期の業績予想につきましては、電力不足による国内景気の動向、震災からの復興の状況が依

然として不透明であるため、引き続き未定とさせて頂きますが、業績予想の開示が可能となった時点で

速やかに開示いたします。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（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

群栄化学工業㈱　（4229）　平成24年３月期第１四半期決算短信

－2－



  

 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(その他)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の概要
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４．四半期連結財務諸表等

（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23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,624 3,597

受取手形及び売掛金 6,412 7,129

有価証券 701 611

商品及び製品 1,625 1,734

仕掛品 21 108

原材料及び貯蔵品 758 797

その他 348 330

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 13,491 14,309

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 19,986 20,017

減価償却累計額及び減損損失累計額 △12,814 △12,940

建物及び構築物（純額） 7,172 7,077

機械装置及び運搬具 25,153 25,297

減価償却累計額及び減損損失累計額 △20,630 △20,987

機械装置及び運搬具（純額） 4,522 4,309

土地 7,639 7,639

リース資産 35 42

減価償却累計額 △14 △16

リース資産（純額） 21 26

建設仮勘定 191 118

その他 2,413 2,424

減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,118 △2,139

その他（純額） 294 285

有形固定資産合計 19,842 19,457

無形固定資産 186 166

投資その他の資産

投資有価証券 9,021 8,896

その他 639 626

貸倒引当金 △86 △86

投資その他の資産合計 9,574 9,436

固定資産合計 29,603 29,059

資産合計 43,094 43,368
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,093 3,648

1年内返済予定の長期借入金 1,252 1,252

未払金 893 688

未払法人税等 67 58

賞与引当金 193 102

その他 56 174

流動負債合計 5,557 5,924

固定負債

長期借入金 1,769 1,469

退職給付引当金 1,000 991

環境対策引当金 16 16

負ののれん 25 18

その他 612 603

固定負債合計 3,425 3,100

負債合計 8,983 9,025

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 7,394 7,569

自己株式 △4,709 △4,710

株主資本合計 33,374 33,549

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 219 200

為替換算調整勘定 △289 △259

その他の包括利益累計額合計 △69 △59

少数株主持分 807 853

純資産合計 34,111 34,343

負債純資産合計 43,094 43,368
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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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 5,732 6,310

売上原価 4,723 5,179

売上総利益 1,008 1,130

販売費及び一般管理費 731 740

営業利益 277 390

営業外収益

受取利息 32 31

受取配当金 6 6

持分法による投資利益 0 1

負ののれん償却額 6 6

その他 8 36

営業外収益合計 54 82

営業外費用

支払利息 12 7

租税公課 4 0

為替差損 2 4

その他 2 1

営業外費用合計 22 14

経常利益 309 458

特別利益

貸倒引当金戻入額 0 0

保険解約返戻金 － 3

特別利益合計 0 4

特別損失

固定資産処分損 14 0

会員権評価損 2 －

特別損失合計 17 0

税金等調整前四半期純利益 292 462

法人税、住民税及び事業税 14 19

法人税等調整額 35 23

法人税等合計 49 42

少数株主損益調整前四半期純利益 243 419

少数株主利益 16 28

四半期純利益 227 391
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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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 243 419

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △156 △18

為替換算調整勘定 90 44

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 2

その他の包括利益合計 △66 28

四半期包括利益 176 447

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 123 401

少数株主に係る四半期包括利益 53 45
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当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

  

 該当事項はありません。 

  

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６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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