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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 15,967 2.6 377 ― 282 ― △223 ―

23年3月期第3四半期 15,569 △8.5 △314 ― △430 ― △302 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △198百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △407百万円 （―％）

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 △4.00 ―

23年3月期第3四半期 △5.40 ―

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

24年3月期第3四半期 26,554 7,698 28.7 136.35
23年3月期 24,725 7,897 31.7 139.99

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  7,632百万円 23年3月期  7,835百万円

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24年３月期における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

23年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
24年3月期 ― ― ―

24年3月期（予想） ― ―

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 23,000 8.9 750 ― 600 ― 150 ― 2.68



(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。 

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 56,000,000 株 23年3月期 56,000,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 27,269 株 23年3月期 27,149 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 55,972,749 株 23年3月期3Q 55,975,328 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災からの復旧とともに経済活動は緩やかな持ち

直しの動きが見られたものの、原発事故や電力の供給不足による不安の拡大に加え、長引く円高や欧州の経済問題

及び米国の景気低迷など、先行きは不透明なまま推移いたしました。 

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、生産者の高齢化や耕作放棄地の拡大などを背

景に肥料需要の低迷が続くなか、震災による作付面積の減少や原発事故の影響を受けており、販売環境は一段と厳

しさを増しております。 

  

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 

「石灰窒素水和造粒品」の販売自粛ならびに自主回収の影響がありましたが、震災の影響による出荷遅れが

一部回復したことや肥料価格が１１月から原材料価格の上昇を受け、６月に引き続きさらに値上げになったこ

ともあり、増収となりました。 

その結果、肥料事業の売上高は１１，５７５百万円（前年同四半期比２．６％増）、営業利益８４０百万円

（前年同四半期は５４百万円）となりました。 

ｂ．化成品事業 

肥料用および工業用りん酸は、需要増により増収となりましたが、りん酸カルシウムが震災による減販が大

きく、減収となりました。 

その結果、化成品事業の売上高は２，９９４百万円（前年同四半期比５．９％減）、営業利益２８７百万円

（前年同四半期比１８．４％減）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においては、震災の影響を受けた需要の回復や新

規ユーザーによる需要増により、増収となりました。また、工事部門においても、受注増となり、増収となり

ました。 

その結果、その他事業の売上高は１，３９７百万円（前年同四半期比２６．１％増）、営業利益５８百万円

（前年同四半期比７２．６％増）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１５．３％増加し、１５，２２０百万円となりました。増減の主な

ものは、原材料及び貯蔵品の増加１，０７１百万円、商品及び製品の増加６００百万円、現金及び預金の増加

３７９百万円などで、２，０１６百万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１．６％減少し、１１，３３３百万円となりました。増減の主なも

のは、建物及び構築物の減少１３３百万円、機械装置及び運搬具の減少７１百万円などで、１８７百万円減少

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７．４％増加し、２６，５５４百万円となりました。 

ｂ．負債、純資産 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて１１．８％増加し、１４，１１８百万円となりました。増減の主な

ものは、支払手形及び買掛金の増加１，４２０百万円などで、１，４９３百万円増加しております。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて１２．７％増加し、４，７３７百万円となりました。増減の主なも

のは、長期借入金の増加３０５百万円、退職給付引当金の増加９１百万円などで、５３３百万円増加しており

ます。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて１２．０％増加し、１８，８５５百万円となりました。

純資産は、前連結会計年度末に比べて２．５％減少し、７，６９８百万円となりました。増減の主なもの

は、利益剰余金の減少２２３百万円などで、１９８百万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23年11月11日に公表しました連結業績予想から変更は行っておりません。 

  

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（その他）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 1,420 1,799

受取手形及び売掛金 5,135 5,066

有価証券 3 3

商品及び製品 3,688 4,289

半成工事 2 44

原材料及び貯蔵品 2,127 3,198

繰延税金資産 408 336

その他 418 482

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 13,204 15,220

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,234 2,100

機械装置及び運搬具（純額） 1,856 1,785

土地 4,555 4,555

その他（純額） 125 181

有形固定資産合計 8,772 8,622

無形固定資産 133 124

投資その他の資産   

投資有価証券 1,850 1,821

繰延税金資産 649 656

その他 115 108

投資その他の資産合計 2,615 2,587

固定資産合計 11,521 11,333

資産合計 24,725 26,554
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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   

支払手形及び買掛金 2,838 4,258

短期借入金 8,603 8,786

未払金 360 342

未払費用 449 380

未払法人税等 40 21

未払消費税等 15 15

賞与引当金 208 148

その他 109 165

流動負債合計 12,624 14,118

固定負債   

長期借入金 2,423 2,729

退職給付引当金 1,597 1,689

役員退職慰労引当金 108 129

環境対策引当金 31 31

製品回収等関連損失引当金 － 59

その他 42 98

固定負債合計 4,204 4,737

負債合計 16,828 18,855

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 3,681 3,457

自己株式 △4 △4

株主資本合計 7,616 7,392

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 223 239

繰延ヘッジ損益 △4 －

その他の包括利益累計額合計 219 239

少数株主持分 61 66

純資産合計 7,897 7,698

負債純資産合計 24,725 26,554
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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 15,569 15,967

売上原価 13,547 13,185

売上総利益 2,021 2,781

販売費及び一般管理費   

運賃 555 558

出荷費 220 236

役員報酬 107 100

給料及び手当 549 589

賞与引当金繰入額 35 59

退職給付費用 80 97

役員退職慰労引当金繰入額 23 25

福利厚生費 125 137

旅費及び交通費 59 61

情報管理費 38 40

賃借料 104 108

減価償却費 7 5

研究開発費 135 121

その他 292 262

販売費及び一般管理費合計 2,335 2,404

営業利益又は営業損失（△） △314 377

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 37 36

負ののれん償却額 2 －

助成金収入 17 11

その他 10 25

営業外収益合計 67 73

営業外費用   

支払利息 141 131

持分法による投資損失 20 21

その他 21 15

営業外費用合計 183 167

経常利益又は経常損失（△） △430 282

コープケミカル㈱（4003）　平成24年3月期決算短信[日本基準]（連結）

6



（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) 

特別利益   

固定資産売却益 － 1

貸倒引当金戻入額 3 －

償却債権取立益 4 －

特別利益合計 7 1

特別損失   

固定資産除却損 28 9

災害による損失 － 25

製品回収等関連損失 － 357

その他 0 1

特別損失合計 28 394

税金等調整前四半期純損失（△） △451 △110

法人税、住民税及び事業税 29 24

法人税等調整額 △179 82

法人税等合計 △150 107

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △301 △218

少数株主利益 1 5

四半期純損失（△） △302 △223
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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損失（△） △301 △218

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △110 15

繰延ヘッジ損益 4 4

その他の包括利益合計 △106 20

四半期包括利益 △407 △198

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △408 △203

少数株主に係る四半期包括利益 1 5
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  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22年４月１日 至平成22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）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  

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  11,280  3,180  14,461  1,107  15,569

セグメント間の内部売上高又は
振替高  86  629  715  △715  －

計  11,366  3,809  15,176  392  15,569

セグメント利益又は損失（△）  54  352  407  △722  △314

利益 金額（百万円） 

報告セグメント計  407

「その他」の区分の利益又は損失（△）  34

セグメント間取引消去  △2

全社費用（注）  △753

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △314
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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） 

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。  

     

該当事項はありません。 

   

  

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  11,575  2,994  14,569  1,397  15,967

セグメント間の内部売上高又は
振替高  84  685  769  942  1,711

計  11,659  3,679  15,339  2,339  17,678

セグメント利益  840  287  1,128  58  1,186

利益 金額（百万円） 

報告セグメント計  1,128

「その他」の区分の利益  58

セグメント間取引消去  △13

全社費用（注）  △796

四半期連結損益計算書の営業利益  377

（５）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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