
平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成24年1月31日

（百万円未満切捨て）

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
問合せ先責任者 （役職名） 取締役副社長 （氏名） 有田喜一郎 TEL 027-353-1810
四半期報告書提出予定日 平成24年2月14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

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

24年3月期第3四半期 18,347 7.8 821 5.7 948 4.8 784 20.8
23年3月期第3四半期 17,028 21.2 777 387.4 904 250.0 649 192.4

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 479百万円 （△30.1％） 23年3月期第3四半期 685百万円 （―％）

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3四半期 10.93 ―
23年3月期第3四半期 9.04 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 42,082 34,096 79.3
23年3月期 43,094 34,111 77.3
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  33,350百万円 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3Q 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3Q 18,177,278 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3Q 71,811,622 株 23年3月期3Q 71,825,209 株
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当第３四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たものの、歴史的な円高や欧米の財政不安、タイ王国

の洪水被害による企業の生産活動の鈍化等もあり、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

に推移し、また、自動車関連向け樹脂が累計期間後半にタイ王国の洪水被害によるサプライチェーンへ

の影響を受け若干の減少となりましたが、建設機械向け樹脂が好調に推移いたしました。なお、在外子

会社がタイ王国において発生している洪水被害の影響を受け、累計期間後半より低調に推移しておりま

すが、提出会社と決算期が異なるため、当連結累計期間に与える影響はありません。 

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18,347百万円（前年同期比7.8％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結果、

営業利益は821百万円（前年同期比5.7％の増加）、経常利益は948百万円（前年同期比4.8％の増加）、

四半期純利益は784百万円（前年同期比20.8％の増加）となりました。 

  

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1,012百万円減少し、42,082百万

円となりました。これは、売上高の増加により売上債権が増加したものの、有価証券の償還及び有形固

定資産の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997百万円減少し、7,985百万円となりました。これは、借入金の

返済により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15百万円減少し、34,096百万円となりました。これは、四半期

純利益の計上により利益剰余金が増加したものの、有価証券の時価下落による評価差額の減少及び配当

金の支払いによる減少と、円高により為替換算調整勘定のマイナス幅が拡大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

群栄化学工業㈱　（4229）　平成24年３月期第３四半期決算短信

- 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
（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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,624 3,317

受取手形及び売掛金 6,412 7,399

有価証券 701 1,606

商品及び製品 1,625 1,997

仕掛品 21 20

原材料及び貯蔵品 758 859

その他 348 427

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 13,491 15,628

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 19,986 19,979

減価償却累計額及び減損損失累計額 △12,814 △13,142

建物及び構築物（純額） 7,172 6,837

機械装置及び運搬具 25,153 25,126

減価償却累計額及び減損損失累計額 △20,630 △21,371

機械装置及び運搬具（純額） 4,522 3,754

土地 7,639 7,651

リース資産 35 42

減価償却累計額 △14 △20

リース資産（純額） 21 22

建設仮勘定 191 83

その他 2,413 2,412

減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,118 △2,149

その他（純額） 294 263

有形固定資産合計 19,842 18,612

無形固定資産 186 124

投資その他の資産

投資有価証券 9,021 7,192

その他 639 610

貸倒引当金 △86 △86

投資その他の資産合計 9,574 7,716

固定資産合計 29,603 26,454

資産合計 43,094 42,082

群栄化学工業㈱　（4229）　平成24年３月期第３四半期決算短信

- 4 -



(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 3,093 3,313

1年内返済予定の長期借入金 1,252 1,252

未払金 893 620

未払法人税等 67 33

賞与引当金 193 121

その他 56 223

流動負債合計 5,557 5,565

固定負債

長期借入金 1,769 898

退職給付引当金 1,000 994

環境対策引当金 16 16

負ののれん 25 8

その他 612 501

固定負債合計 3,425 2,420

負債合計 8,983 7,985

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 7,747

自己株式 △4,709 △4,712

株主資本合計 33,374 33,725

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 219 20

為替換算調整勘定 △289 △396

その他の包括利益累計額合計 △69 △375

少数株主持分 807 746

純資産合計 34,111 34,096

負債純資産合計 43,094 42,082
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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22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

売上高 17,028 18,347

売上原価 14,058 15,307

売上総利益 2,969 3,039

販売費及び一般管理費 2,192 2,218

営業利益 777 821

営業外収益

受取利息 94 90

受取配当金 29 33

持分法による投資利益 5 7

負ののれん償却額 19 16

その他 34 55

営業外収益合計 183 203

営業外費用

支払利息 34 21

租税公課 14 0

為替差損 2 8

支払手数料 － 41

その他 4 4

営業外費用合計 56 76

経常利益 904 948

特別利益

固定資産売却益 － 0

貸倒引当金戻入額 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 33 15

投資有価証券評価損 65 41

会員権評価損 2 －

特別損失合計 100 56

税金等調整前四半期純利益 804 895

法人税、住民税及び事業税 62 51

法人税等調整額 24 △9

法人税等合計 87 41

少数株主損益調整前四半期純利益 717 853

少数株主利益 67 68

四半期純利益 649 784
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四半期連結包括利益計算書
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22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 717 853

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △25 △196

為替換算調整勘定 3 △174

持分法適用会社に対する持分相当額 △9 △3

その他の包括利益合計 △31 △374

四半期包括利益 685 479

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 616 479

少数株主に係る四半期包括利益 69 △0
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 当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日） 

  該当事項はありません。 

  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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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