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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第３四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29年12月31日）
（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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年３月期第３四半期 19,707 2.9 1,978 △11.0 2,154 △8.3 1,427 △17.4

29年３月期第３四半期 19,154 △1.7 2,223 33.5 2,348 36.2 1,728 33.7

(注) 包括利益 30年３月期第３四半期 2,327百万円 ( 6.1％) 29年３月期第３四半期 2,193百万円 (119.7％)
　

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

30年３月期第３四半期 206.00 －

29年３月期第３四半期 247.55 －
（注）当社は、平成28年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。これに伴い、前連結会計年度の期首に当

該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益を算定しております。

　
（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

30年３月期第３四半期 52,467 42,150 77.8

29年３月期 51,216 40,452 76.5

(参考) 自己資本 30年３月期第３四半期 40,832百万円 29年３月期 39,201百万円
　

２．配当の状況

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

29年３月期 － 4.00 － 40.00 ―

30年３月期 － 40.00 －

30年３月期(予想) 40.00 80.00

(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29年３月期第２四半期末配当金４円00銭の内訳は、普通配当３円00銭と記念配当１円00銭になります。

また、当社は平成28年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。平成29年３月期の１株当たり期末配当金

につきましては、当該株式併合の影響を考慮した金額を記載し、年間配当金合計は「―」として記載しております。

３．平成30年３月期の連結業績予想（平成29年４月１日～平成30年３月31日）
(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 26,000 2.5 2,200 △19.3 2,400 △17.9 1,700 △8.4 245.30

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 30年３月期３Ｑ 8,998,308株 29年３月期 8,998,308株

② 期末自己株式数 30年３月期３Ｑ 2,065,717株 29年３月期 2,066,820株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期３Ｑ 6,927,718株 29年３月期３Ｑ 6,982,347株

（注）当社は、平成28年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。これに伴い、

前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、期末発行済株式数、期末自己株式数及び期中平均

株式数を算定しております。

　

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

　

※ 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。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出や設備投資の増加により企業収益に改善が見られ、また、

雇用及び所得環境の改善により個人消費が拡大するなど、全体として緩やかな回復基調が継続しております。

　このような経済環境のもと、当社グループは、事業環境の変化に対応し、製品の高付加価値化に取り組み、新規

顧客の獲得やきめ細かい技術指導を行うなど、更なる事業基盤の強化を図ってまいりました。

　化学品事業においては、電子材料向け樹脂及び住宅関連向け樹脂、自動車関連向け樹脂、建設機械向け樹脂が堅

調に推移した結果、増収となりました。

　食品事業においては、異性化糖の各種飲料向けが伸び悩んだ結果、減収となりました。

　不動産活用業は、ほぼ前年並みで推移いたしました。

　以上の結果、当社グループの売上高は前年同期比2.9％増加の19,707百万円となりました。

　利益面では、輸入原材料価格の上昇等の影響を受けたことや、在外子会社の伸び悩みにより、営業利益は前年同

期比11.0％減少の1,978百万円、経常利益は前年同期比8.3％減少の2,154百万円、親会社株主に帰属する四半期純利

益は前年同期比17.4％減少の1,427百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

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1,251百万円増加し、52,467百万円となりまし

た。これは、主に当第３四半期連結会計期間末が金融機関の休日だったため売上債権の回収が翌月になり増加した

ことと、投資有価証券が増加したことによるものです。

　負債合計は前連結会計年度末と比べ446百万円減少し、10,317百万円となりました。これは、主に当第３四半期連

結会計期間末が金融機関の休日だったため仕入債務の支払いが翌月になり増加しましたが、借入金及び未払金、未

払法人税等が減少したことによるものです。

　純資産合計は前連結会計年度末と比べ1,698百万円増加し、42,150百万円となりました。これは、利益剰余金及び

その他有価証券評価差額金が増加したことによるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成30年３月期の連結業績予想につきましては、平成29年10月18日発表の通期の数値から変更はありません。

決算短信（宝印刷） 2018年01月30日 11時57分 4ページ（Tess 1.50(64) 20171211_01）



群栄化学工業㈱(4229) 平成30年３月期 第３四半期決算短信

- 3 -

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（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29年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,758 8,526

受取手形及び売掛金 6,857 7,782

有価証券 2,101 1,500

商品及び製品 1,515 1,781

仕掛品 532 661

原材料及び貯蔵品 916 1,126

その他 398 327

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 22,079 21,703

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 21,665 22,084

減価償却累計額及び減損損失累計額 △15,520 △15,780

建物及び構築物（純額） 6,144 6,304

機械装置及び運搬具 29,628 30,279

減価償却累計額及び減損損失累計額 △26,619 △27,049

機械装置及び運搬具（純額） 3,009 3,230

土地 7,969 7,969

リース資産 138 111

減価償却累計額及び減損損失累計額 △84 △66

リース資産（純額） 53 45

建設仮勘定 397 155

その他 2,799 2,889

減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,399 △2,454

その他（純額） 399 435

有形固定資産合計 17,974 18,139

無形固定資産 34 31

投資その他の資産

投資有価証券 9,871 11,428

その他 1,334 1,242

貸倒引当金 △78 △77

投資その他の資産合計 11,127 12,593

固定資産合計 29,136 30,764

資産合計 51,216 52,467
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 3,103 3,971

1年内返済予定の長期借入金 654 600

未払金 1,866 1,323

未払法人税等 646 115

賞与引当金 362 216

その他 123 233

流動負債合計 6,758 6,460

固定負債

長期借入金 1,650 1,200

環境対策引当金 35 11

固定資産撤去引当金 21 25

退職給付に係る負債 1,711 1,698

その他 586 921

固定負債合計 4,005 3,856

負債合計 10,763 10,317

純資産の部

株主資本

資本金 5,000 5,000

資本剰余金 25,689 25,690

利益剰余金 12,469 13,339

自己株式 △5,454 △5,462

株主資本合計 37,705 38,567

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,531 2,215

繰延ヘッジ損益 △0 △0

為替換算調整勘定 25 91

退職給付に係る調整累計額 △61 △41

その他の包括利益累計額合計 1,495 2,265

非支配株主持分 1,251 1,317

純資産合計 40,452 42,150

負債純資産合計 51,216 52,467
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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28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

売上高 19,154 19,707

売上原価 14,283 15,044

売上総利益 4,871 4,663

販売費及び一般管理費 2,648 2,684

営業利益 2,223 1,978

営業外収益

受取利息 47 41

受取配当金 50 59

持分法による投資利益 12 17

環境対策引当金戻入額 － 23

その他 55 53

営業外収益合計 165 195

営業外費用

支払利息 11 4

その他 27 13

営業外費用合計 39 18

経常利益 2,348 2,154

特別利益

投資有価証券売却益 0 94

保険差益 0 9

受取和解金 128 －

その他 0 0

特別利益合計 129 105

特別損失

固定資産処分損 35 24

固定資産撤去引当金繰入額 － 3

その他 0 －

特別損失合計 35 27

税金等調整前四半期純利益 2,441 2,231

法人税、住民税及び事業税 573 487

法人税等調整額 18 230

法人税等合計 591 718

四半期純利益 1,850 1,513

非支配株主に帰属する四半期純利益 122 86

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,728 1,427
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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28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

四半期純利益 1,850 1,513

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 774 687

繰延ヘッジ損益 0 0

為替換算調整勘定 △451 109

退職給付に係る調整額 20 20

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 △4

その他の包括利益合計 342 813

四半期包括利益 2,193 2,327

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,250 2,197

非支配株主に係る四半期包括利益 △57 130
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　 当第３四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31日)

　該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント
合計
（注）

化学品事業 食品事業 不動産活用業

売上高

外部顧客への売上高 15,147 3,824 183 19,154

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － －

計 15,147 3,824 183 19,154

セグメント利益 2,067 37 117 2,223

(注) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

　該当事項はありません。

　

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント
合計
（注）

化学品事業 食品事業 不動産活用業

売上高

外部顧客への売上高 16,052 3,470 184 19,707

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － －

計 16,052 3,470 184 19,707

セグメント利益 1,845 9 123 1,978

(注) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

　該当事項はありません。
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