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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 4,683 △0.6 △71 ― △90 ― △70 ―

24年3月期第1四半期 4,712 8.5 97 ― 63 ― △150 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △101百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △140百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 △1.25 ―

24年3月期第1四半期 △2.69 ―

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

25年3月期第1四半期 24,662 7,630 30.6 135.02
24年3月期 25,442 7,732 30.1 136.87

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  7,557百万円 24年3月期  7,660百万円

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25年３月期の配当予想につきましては、現時点において未定です。 

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

24年3月期 ― ― ― 0.00 0.00

25年3月期 ―

25年3月期（予想） ― ― ― ―

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期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  
 

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) 10,500 1.0 230 10.5 180 25.5 100 ― 1.79
通期 24,500 13.4 730 15.9 580 14.5 280 ― 5.00



(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きを実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後さまざまな要因により予想数値と異なる可能性があります。 
なお、業績予想の前提となる仮定及び業績予想に関する注記事項につきましては、【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」をご参照ください。 

※  注記事項

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） 25年3月期1Q 56,000,000 株 24年3月期 56,000,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 28,528 株 24年3月期 28,528 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 55,971,472 株 24年3月期1Q 55,972,776 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要に支えられ、生産活動の回復が

伝えられる一方、高い成長率を維持してきた中国経済の成長性鈍化、円高の定着、ユーロ圏の信用不安などによ

り、引き続き先行き不透明な状況となっております。 

当社企業グループは、当連結会計年度より開始した中期３カ年経営計画（バリュー２６計画）に取組み、地元企

業としての「価値」を高めるべく地域との共生を図り、安定した経営基盤の確立と収益力の向上を目指しておりま

す。  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

ａ．肥料事業 

肥料業界におきましては、農業者の減少・高齢化が継続するなかで、農産物価格の低迷や生産コストの高止

まりの影響もあり、厳しい販売環境が続いております。 

このような状況のなか、昨年、販売自粛ならびに自主回収した「石灰窒素水和造粒品」については、代替品

を販売したことや昨年の６月以降、肥料価格が値上げになったことなどにより、肥料事業の売上高は３，３９

３百万円（前年同四半期比３．６％増）の増収となりました。一方、利益面では生産量の減少に伴う固定費負

担などが原価率上昇を招き営業利益は１８６百万円（前年同四半期比１９．１％減）の減益となりました。 

ｂ．化成品事業 

昨年下期以降、顕著になった中国経済の落ち込みによる日本経済の低迷が今年度も続いており、特に家電・

IT産業では低操業を余儀なくされていることから、汎用資材の工業用リン酸および硫酸がこの影響を受け化成

品事業の売上高は９２０百万円（前年同四半期比１１．５％減）の減収となり、それに伴う生産量の減少など

により営業利益は４９百万円（前年同四半期比５５．４％減）の減益となりました。 

ｃ．その他事業 

合成雲母、合成スメクタイトなどの多機能性無機素材部門は、欧州の景気低迷や円高の影響を受け、輸出向

けが減販したことや一部製品での供給に遅れが生じたことなどにより、また、運送部門、工事部門も荷動きの

減少や受注減などで、その他事業の売上高は３６９百万円（前年同四半期比６．９％減）の減収となり、営業

損失７百万円（前年同四半期は営業利益２４百万円）の減益となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

財政状態の分析 

ａ．資産 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて４．６％減少し、１４，０２７百万円となりました。増減の主なも

のは、受取手形及び売掛金の減少１，２３７百万円、現金及び預金の増加３１９百万円、商品及び製品の増加

１８０百万円などで、６６９百万円減少しております。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて１．０％減少し、１０，６３４百万円となりました。増減の主なも

のは、投資有価証券の減少５１百万円、建物及び構築物の減少３６百万円、機械装置及び運搬具の減少２１百

万円などで、１１０百万円減少しております。 

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて３．１％減少し、２４，６６２百万円となりました。 

ｂ．負債、純資産 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて２．７％減少し、１２，８１９百万円となりました。増減の主なも

のは、短期借入金の減少４７３百万円、賞与引当金の減少１５７百万円、未払金の減少９５百万円、未払費用

の増加４３１百万円などで、３５２百万円減少しております。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて７．２％減少し、４，２１２百万円となりました。増減の主なもの

は、長期借入金の減少２９３百万円などで、３２６百万円減少しております。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて３．８％減少し、１７，０３１百万円となりました。 

純資産は、前連結会計年度末に比べて１．３％減少し、７，６３０百万円となりました。増減の主なもの

は、利益剰余金の減少７０百万円、その他有価証券評価差額金の減少３３百万円などで、１０１百万円減少し

ております。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年３月期における第２四半期連結累計期間および通期の業績予想につきましては、平成24年５月11日に公

表しました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

4003コープケミカル㈱　平成25年3月期第1四半期決算短信[連結]（日本基準）

2



（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,169 1,489

受取手形及び売掛金 5,519 4,281

有価証券 3 3

商品及び製品 4,261 4,442

半成工事 4 11

原材料及び貯蔵品 3,030 3,071

繰延税金資産 277 320

その他 431 409

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 14,697 14,027

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,051 2,015

機械装置及び運搬具（純額） 1,792 1,770

土地 4,575 4,575

その他（純額） 181 181

有形固定資産合計 8,600 8,542

無形固定資産 121 118

投資その他の資産   

投資有価証券 1,266 1,214

繰延税金資産 649 658

その他 107 100

投資その他の資産合計 2,023 1,973

固定資産合計 10,745 10,634

資産合計 25,442 24,662
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,452 3,364

短期借入金 8,404 7,931

未払金 435 340

未払費用 427 858

未払法人税等 38 4

未払消費税等 15 35

賞与引当金 296 139

その他 99 144

流動負債合計 13,171 12,819

固定負債   

長期借入金 2,434 2,140

退職給付引当金 1,737 1,778

役員退職慰労引当金 138 72

環境対策引当金 31 31

製品回収等関連損失引当金 50 49

その他 147 139

固定負債合計 4,539 4,212

負債合計 17,710 17,031

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,800 2,800

資本剰余金 1,139 1,139

利益剰余金 3,439 3,369

自己株式 △4 △4

株主資本合計 7,373 7,303

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 286 253

その他の包括利益累計額合計 286 253

少数株主持分 71 73

純資産合計 7,732 7,630

負債純資産合計 25,442 24,662
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 4,712 4,683

売上原価 3,831 3,939

売上総利益 881 743

販売費及び一般管理費   

運賃 188 172

出荷費 76 81

役員報酬 36 33

給料及び手当 155 178

賞与引当金繰入額 43 49

退職給付費用 33 32

役員退職慰労引当金繰入額 8 8

福利厚生費 42 50

旅費及び交通費 21 19

情報管理費 14 19

賃借料 36 37

減価償却費 1 1

研究開発費 39 46

その他 85 82

販売費及び一般管理費合計 783 815

営業利益又は営業損失（△） 97 △71

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 23 20

その他 14 5

営業外収益合計 37 26

営業外費用   

支払利息 44 38

持分法による投資損失 21 －

その他 6 6

営業外費用合計 71 45

経常利益又は経常損失（△） 63 △90
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（単位：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

特別利益   

固定資産売却益 － 0

特別利益合計 － 0

特別損失   

固定資産除却損 2 3

災害による損失 25 －

製品回収等関連損失 212 －

ゴルフ会員権評価損 0 7

その他 0 －

特別損失合計 241 10

税金等調整前四半期純損失（△） △178 △100

法人税、住民税及び事業税 15 1

法人税等調整額 △44 △34

法人税等合計 △29 △32

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △148 △67

少数株主利益 2 2

四半期純損失（△） △150 △70
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △148 △67

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 5 △33

繰延ヘッジ損益 2 －

その他の包括利益合計 8 △33

四半期包括利益 △140 △101

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △142 △103

少数株主に係る四半期包括利益 2 2
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該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。 

   

前第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） 

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 

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、合成雲母、合成スメクタイ

ト、プラント等の設計及び施工、不動産賃貸、運送業務等を含んでおります。 

  

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） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。  

     

（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

（５）セグメント情報等

〔セグメント情報〕

  

報告セグメント その他 
（注） 

（百万円） 

合計
（百万円） 肥料事業

（百万円）
化成品事業
（百万円） 

計
（百万円） 

売上高           

外部顧客への売上高  3,276  1,039  4,316  396  4,712

セグメント間の内部売上高又は
振替高  37  243  281  273  554

計  3,314  1,283  4,597  669  5,267

セグメント利益  230  111  341  24  365

利益 金額（百万円） 

報告セグメント計  341

「その他」の区分の利益  24

セグメント間取引消去  △3

全社費用（注）  △263

四半期連結損益計算書の営業利益  97
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当第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６月30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 

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、合成雲母、合成スメクタイ

ト、プラント等の設計及び施工、不動産賃貸、運送業務等を含んでおります。 

  

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） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。  

   

  

報告セグメント その他 
（注） 

（百万円） 

合計
（百万円） 肥料事業

（百万円）
化成品事業
（百万円） 

計
（百万円） 

売上高           

外部顧客への売上高  3,393  920  4,314  369  4,683

セグメント間の内部売上高又は
振替高  28  213  241  330  572

計  3,422  1,133  4,555  699  5,255

セグメント利益又は損失（△）  186  49  235  △7  227

利益 金額（百万円） 

報告セグメント計  235

「その他」の区分の利益  △7

セグメント間取引消去  △8

全社費用（注）  △291

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △71
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