
平成26年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成26年2月7日

（百万円未満切捨て）

上場会社名コープケミカル株式会社 上場取引所 東
コード番号4003 URL http://www.co-op.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 小池 一平
問合せ先責任者 （役職名） 取締役総合企画部長 （氏名） 三竿 育雄 TEL 03-3230-0916
四半期報告書提出予定日 平成26年2月10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26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第3四半期 16,552 5.9 405 ― 329 ― 109 ―
25年3月期第3四半期 15,626 △2.1 0 △100.0 △79 ― △32 ―

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 81百万円 （―％） 25年3月期第3四半期 △18百万円 （―％）

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

26年3月期第3四半期 1.95 ―
25年3月期第3四半期 △0.59 ―

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

26年3月期第3四半期 25,993 8,007 30.6 142.27
25年3月期 25,863 7,970 30.5 140.88
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 7,962百万円 25年3月期 7,885百万円

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26年３月期の配当予想につきましては、現時点で未定です。 

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

25年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
26年3月期 ― ― ―
26年3月期（予想） ― ―

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 22,500 5.1 420 68.0 320 128.6 170 40.5 3.04



(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、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、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）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご参照ください。 

※ 注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①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） 26年3月期3Q 56,000,000 株 25年3月期 56,000,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 32,041 株 25年3月期 30,178 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 55,969,254 株 25年3月期3Q 55,971,102 株
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（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、政府の経済政策や日本銀行の金融政策の効果・期待感から円

安・株高が進み、輸出産業を中心とした企業収益改善、それに伴う個人消費の一部に持ち直しの動きが見られるな

ど、国内景気回復に明るい兆しが見られましたが、円安による輸入価格の上昇、長引く欧州の債務危機問題や中国

をはじめとした新興国の経済停滞の影響が懸念されるなど、先行きは依然として不透明な状況が続いています。 

当社企業グループの主力事業であります肥料業界におきましては、生産コスト抑制運動に伴う減肥や生産者の高

齢化、耕作放棄地の拡大などを背景に肥料需要は依然として減少傾向を辿っております。 

このような状況のなかで、当社は２年目となる中期３カ年経営計画「バリュー２６計画」に基づき、環境負荷が

より少なく農家ニーズに即した機能性商品の拡充と地域に根ざした営業推進の展開に取り組んでおり、高度化成な

どの出荷増により肥料事業は増収となりました。また、化成品事業およびその他事業も増収となりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は１６，５５２百万円（前年同四半期比５．９％増）、経常利益

は３２９百万円（前年同四半期は経常損失７９百万円）となり、四半期純利益は１０９百万円（前年同四半期は四

半期純損失３２百万円）となりました。  

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 

出荷については、第２四半期までの前倒しがあり、高度化成などの増加および販売価格の値上げにより増収

となりました。また、一昨年より販売自粛しておりました「石灰窒素水和造粒品」につきましては、９月より

販売を再開しております。その結果、売上高は１２，５８０百万円（前年同四半期比６．０％増）となりまし

た。 

ｂ．化成品事業 

りん酸カルシウムおよび工業用りん酸については、第２四半期以降の回復や販売価格の値上げを行った結

果、売上高は２，６５５百万円（前年同四半期比４．６％増）となりました。 

ｃ．その他事業 

多機能性無機素材部門は、既存顧客での販売拡大と新規顧客開発に努めましたが、市場の低価格志向もあ

り、ほぼ前年同期並みの売上高となりました。 

工事部門は受注の増加および運送請負部門も作業請負の増加により増収となりました。その結果、その他事

業の売上高は１，３１６百万円（前年同四半期比８．４％増）となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

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２．６％増加し、１５，４５２百万円となりました。増減の主なも

のは、商品及び製品の増加３３２百万円、現金及び預金の増加３２８百万円、原材料及び貯蔵品の増加２８７

百万円、受取手形及び売掛金の減少５５２百万円などで、３９５百万円増加しております。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて２．４％減少し、１０，５４１百万円となりました。増減の主なも

のは、投資有価証券の減少１４４百万円、建物及び構築物の減少８４百万円などで、２６４百万円減少してお

ります。 

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて０．５％増加し、２５，９９３百万円となりました。 

ｂ．負債、純資産 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて１．１％減少し、１３，０２１百万円となりました。増減の主なも

のは、未払金の減少１６９百万円、短期借入金の減少１４４百万円、支払手形及び買掛金の増加２２９百万円

などで、１４８百万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５．１％増加し、４，９６５百万円となりました。増減の主なもの

は、長期借入金の増加２２７百万円などで、２４２百万円増加しております。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて０．５％増加し、１７，９８６百万円となりました。 

純資産は、前連結会計年度末に比べて０．５％増加し、８，００７百万円となりました。増減の主なもの

は、利益剰余金の増加１０９百万円、少数株主持分の減少４０百万円などで、３７百万円増加しております。

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成26年３月期における通期の業績予想につきましては、平成25年５月10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
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（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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,044 2,373

受取手形及び売掛金 6,371 5,819

有価証券 3 3

商品及び製品 3,799 4,132

半成工事 1 15

原材料及び貯蔵品 2,274 2,562

繰延税金資産 238 195

その他 323 350

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 15,056 15,452

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,924 1,839

機械装置及び運搬具（純額） 1,736 1,677

土地 4,571 4,561

その他（純額） 205 173

有形固定資産合計 8,437 8,252

無形固定資産 216 255

投資その他の資産   

投資有価証券 1,421 1,277

繰延税金資産 630 660

その他 99 96

投資その他の資産合計 2,152 2,033

固定資産合計 10,806 10,541

資産合計 25,863 25,993
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,198 4,427

短期借入金 7,384 7,240

未払金 510 340

未払費用 481 469

未払法人税等 70 108

未払消費税等 162 34

賞与引当金 203 148

その他 160 251

流動負債合計 13,170 13,021

固定負債   

長期借入金 2,489 2,717

退職給付引当金 1,882 1,954

役員退職慰労引当金 99 93

環境対策引当金 31 19

製品回収等関連損失引当金 47 45

その他 172 134

固定負債合計 4,722 4,965

負債合計 17,893 17,986

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 3,560 3,669

自己株式 △4 △4

株主資本合計 7,495 7,604

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 389 358

その他の包括利益累計額合計 389 358

少数株主持分 84 44

純資産合計 7,970 8,007

負債純資産合計 25,863 25,993
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 15,626 16,552

売上原価 13,214 13,735

売上総利益 2,411 2,816

販売費及び一般管理費   

運賃 533 527

出荷費 247 280

役員報酬 99 100

給料及び手当 605 587

賞与引当金繰入額 32 63

退職給付費用 111 104

役員退職慰労引当金繰入額 26 26

福利厚生費 145 148

旅費及び交通費 59 56

情報管理費 48 42

賃借料 101 94

減価償却費 5 5

研究開発費 138 130

その他 256 241

販売費及び一般管理費合計 2,411 2,410

営業利益 0 405

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 35 27

その他 15 11

営業外収益合計 51 39

営業外費用   

支払利息 115 101

その他 16 14

営業外費用合計 131 115

経常利益又は経常損失（△） △79 329
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 0 0

投資有価証券売却益 9 8

負ののれん発生益 － 8

受取損害賠償金 76 47

特別利益合計 87 64

特別損失   

固定資産除却損 8 15

減損損失 － 9

投資有価証券評価損 1 93

ゴルフ会員権評価損 7 －

特別損失合計 16 119

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△9 274

法人税、住民税及び事業税 12 131

法人税等調整額 2 30

法人税等合計 14 161

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△24 112

少数株主利益 8 3

四半期純利益又は四半期純損失（△） △32 109
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△24 112

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 5 △31

その他の包括利益合計 5 △31

四半期包括利益 △18 81

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △27 77

少数株主に係る四半期包括利益 8 3
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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３四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24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 

（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）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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（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  11,872  2,539  14,412  1,214  15,626

セグメント間の内部売上高又は
振替高 

 71  632  703  915  1,619

計  11,944  3,171  15,116  2,129  17,245

セグメント利益又は損失（△）  701  156  858  △12  845

利益 金額（百万円） 

報告セグメント計  858

「その他」の区分の利益  △12

セグメント間取引消去  △11

全社費用（注）  △834

四半期連結損益計算書の営業利益  0
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当第３四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年12月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益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  12,580  2,655  15,236  1,316  16,552

セグメント間の内部売上高又は
振替高 

 83  649  732  987  1,720

計  12,664  3,304  15,969  2,303  18,272

セグメント利益  1,086  98  1,185  33  1,218

利益 金額（百万円） 

報告セグメント計  1,185

「その他」の区分の利益  33

セグメント間取引消去  3

全社費用（注）  △816

四半期連結損益計算書の営業利益  405
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