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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 12,393 8.0 534 △4.5 625 △4.4 609 15.3
23年3月期第2四半期 11,479 23.6 559 ― 653 442.7 528 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 468百万円 （27.6％） 23年3月期第2四半期 366百万円 （―％）

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2四半期 8.48 ―
23年3月期第2四半期 7.36 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 42,819 34,302 78.3
23年3月期 43,094 34,111 77.3
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  33,542百万円 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  
 

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 ― 3.00
24年3月期（予想） ― 3.00 6.00

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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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 24,600 8.7 1,000 △12.2 1,200 △13.0 1,000 △5.9 13.91



(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2Q 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2Q 18,172,501 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2Q 71,813,682 株 23年3月期2Q 71,830,747 株



  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………２ 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

２．サマリー情報(その他)に関する事項 …………………………………………………３ 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ……………………………３ 

（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 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …………………………３ 

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要 …………………………………………３ 

４．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………４ 

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………４ 

（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 …………………………６ 

四半期連結損益計算書 ………………………………………………………………６ 

四半期連結包括利益計算書 …………………………………………………………７ 

（３）継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………８ 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………８ 

  

○添付資料の目次

群栄化学工業㈱　（4229）　平成24年３月期第２四半期決算短信

- 1 -



当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響を受けたサプライチェーンの

復旧により、企業の生産活動は持ち直しが見られるものの、電力の供給不安や歴史的な円高、欧米の財

政不安がもたらす世界的な景気減速懸念等もあり、先行き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、電子材料向け樹脂が、累計期間後半にユーザーでの在庫調整の影響を受け低

調に推移いたしましたが、自動車関連向け樹脂が東日本大震災のサプライチェーンへの影響から回復基

調にあり、建設機械向け樹脂が好調に推移いたしました。また、在外子会社も堅調に推移いたしまし

た。 

食品事業においては、新商品の増収が、東日本大震災の顧客への影響による売上高の落ち込みをカバ

ーし、堅調に推移いたしました。 

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12,393百万円（前年同期比8.0％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に努めてまいりましたが、減

価償却費の増加により、営業利益は534百万円（前年同期比4.5％の減少）、経常利益は625百万円（前

年同期比4.4％の減少）、四半期純利益は609百万円（前年同期比15.3％の増加）となりました。 

  

当第２四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275百万円減少し、42,819百万円

となりました。これは、売上高の増加による売上債権の増加があったものの、有形固定資産が減価償却

により減少したためであります。 

負債合計は前連結会計年度末と比べ465百万円減少し、8,517百万円となりました。これは、返済によ

り借入金が減少したためであります。 

純資産合計は前連結会計年度末と比べ190百万円増加し、34,302百万円となりました。これは、配当

金の支払いや有価証券の評価差額金の減少があったものの、四半期純利益の計上により利益剰余金が増

加したためであります。 

  

平成24年３月期通期（平成23年４月１日～平成24年３月31日）の業績予想につきましては、平成23年

９月16日発表の業績予想に変更はありません。 

  

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
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 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
（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２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,624 3,472

受取手形及び売掛金 6,412 6,986

有価証券 701 1,306

商品及び製品 1,625 1,841

仕掛品 21 22

原材料及び貯蔵品 758 923

その他 348 469

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 13,491 15,022

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 19,986 19,986

減価償却累計額及び減損損失累計額 △12,814 △13,037

建物及び構築物（純額） 7,172 6,949

機械装置及び運搬具 25,153 25,301

減価償却累計額及び減損損失累計額 △20,630 △21,270

機械装置及び運搬具（純額） 4,522 4,031

土地 7,639 7,639

リース資産 35 42

減価償却累計額 △14 △18

リース資産（純額） 21 24

建設仮勘定 191 159

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 △2,153

その他（純額） 294 271

有形固定資産合計 19,842 19,075

無形固定資産 186 145

投資その他の資産

投資有価証券 9,021 8,053

その他 639 609

貸倒引当金 △86 △86

投資その他の資産合計 9,574 8,576

固定資産合計 29,603 27,797

資産合計 43,094 42,819
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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２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,093 3,478

1年内返済予定の長期借入金 1,252 1,252

未払金 893 608

未払法人税等 67 61

賞与引当金 193 250

その他 56 149

流動負債合計 5,557 5,800

固定負債

長期借入金 1,769 1,143

退職給付引当金 1,000 997

環境対策引当金 16 16

負ののれん 25 12

その他 612 546

固定負債合計 3,425 2,716

負債合計 8,983 8,517

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 7,787

自己株式 △4,709 △4,711

株主資本合計 33,374 33,766

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 219 94

為替換算調整勘定 △289 △318

その他の包括利益累計額合計 △69 △223

少数株主持分 807 759

純資産合計 34,111 34,302

負債純資産合計 43,094 42,819
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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２四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 11,479 12,393

売上原価 9,449 10,360

売上総利益 2,030 2,032

販売費及び一般管理費 1,470 1,498

営業利益 559 534

営業外収益

受取利息 62 64

受取配当金 29 32

持分法による投資利益 3 3

負ののれん償却額 13 13

その他 24 47

営業外収益合計 132 161

営業外費用

支払利息 25 15

租税公課 10 0

為替差損 － 11

支払手数料 － 41

その他 3 2

営業外費用合計 38 70

経常利益 653 625

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 16 10

投資有価証券評価損 65 －

会員権評価損 2 －

特別損失合計 83 10

税金等調整前四半期純利益 570 619

法人税、住民税及び事業税 40 36

法人税等調整額 △31 △59

法人税等合計 8 △23

少数株主損益調整前四半期純利益 562 642

少数株主利益 33 33

四半期純利益 528 609
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 562 642

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △162 △122

為替換算調整勘定 △27 △51

持分法適用会社に対する持分相当額 △5 △0

その他の包括利益合計 △195 △174

四半期包括利益 366 468

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 343 455

少数株主に係る四半期包括利益 23 12
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当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23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23年４月１日 至 平成23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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