
平成25年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成25年2月8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25年2月12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25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第3四半期 15,626 △2.1 0 △100.0 △79 ― △32 ―

24年3月期第3四半期 15,967 2.6 377 ― 282 ― △223 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 △18百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △198百万円 （―％）

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3四半期 △0.59 ―

24年3月期第3四半期 △4.00 ―

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3四半期 25,845 7,713 29.5 136.38
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3四半期  7,633百万円 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

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、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 4.2 280 △55.5 180 △64.5 80 ― 1.43



(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３ページ「１．四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」をご覧ください。 

※  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3Q 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3Q 30,178 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3Q 55,971,102 株 24年3月期3Q 55,972,749 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経済は、東日本大震災の復興需要により一部に見られる緩やかな回復

や12月の政権交代後の経済政策への期待感による円安基調への転換、株価の回復があるものの、欧米における景気

後退、新興国経済の減速に加え、増税、雇用不安、外交問題などにより、その先行きは不透明な状況にあります。

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。また、国内の肥料価格 

は、主力の高度化成で６月に引き続き11月にも引き下げがあり、販売環境は一層厳しさを増しております。 

このような状況のなかで、当社は本年度から新たにスタートした中期経営計画に基づき、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まいりましたが、わずか

な増収に留まりました。また、化成品事業や多機能性無機素材部門につきましては、ユーロ圏経済信用不安からの

中国経済成長の鈍化と円高の定着による輸入品の増加という厳しい環境のもと、売上げの確保と新規ユーザーの獲

得に努めてまいりましたが減収となりました。 

なお、東京電力株式会社から公表された賠償基準に基づき、同社に対し福島第一原子力発電所および福島第二原

子力発電所の事故により、生じた損害に関する賠償金額７６百万円が確定いたしましたので、特別利益に計上いた

しました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は１５，６２６百万円（前年同四半期比２．１％減）、経常損失

は７９百万円（前年同四半期は経常利益２８２百万円）となり、四半期純損失は３２百万円（前年同四半期は四半

期純損失２２３百万円）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 

新たに「みつパワー」をはじめとした新規土壌改良資材の販売をスタートさせるとともに国内の未利用資源

を原料の一部に使用した「エコ化成」や、より環境負荷が少なく農家ニーズに対応した有機肥料タイプの「基

肥一発肥料」や「コープペースト」、「畑のカルシウム」などの拡販に加えて、震災後の復興支援の一環とし

て除塩・除染対策用銘柄の販売推進および農薬入り肥料の「コープガードＤ一発」、「側条用コープショート

一発20」などの拡充に努めました。また、昨年販売を自粛し自主回収しました「石灰窒素水和造粒品」につい

ては、代替品を販売し安定供給に努めました。 

その結果、売上高は１１，８７２百万円（前年同四半期比２．６％増）となりました。 

ｂ．化成品事業 

昨年後半からのユーロ圏経済信用不安による中国経済の落ち込みが、日本国内の輸出関連業界にも影響を及

ぼし、汎用資材である工業用りん酸および硫酸が大きく減販となりました。さらに、飼料用りん酸カルシウム

についても、円高水準による輸入品の影響をうけ減収となりました。 

その結果、売上高は２，５３９百万円（前年同四半期比１５．２％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は、既存ユーザーの売上高拡大や新規需要獲得に

よる拡販に取り組みましたが、中国経済成長の鈍化、ユーロ圏の信用不安、円高の定着などにより需要が落ち

込み減販となり、工事部門も受注の減少および運送部門も運送量の減少により減収となりました。 

その結果、その他事業の売上高は１，２１４百万円（前年同四半期比１３．１％減）となりました。 

   

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3四半期決算短信[日本基準]（連結）

－ 2 －



（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３．１％増加し、１５，１５０百万円となりました。増減の主なも

のは、現金及び預金の増加１，１９９百万円、受取手形及び売掛金の増加２２８百万円、商品及び製品の減少

５７０百万円、原材料及び貯蔵品の減少３９０百万円などで、４５３百万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０．５％減少し、１０，６９５百万円となりました。増減の主なも

のは、建物及び構築物（純額）の減少９５百万円などで、５０百万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１．６％増加し、２５，８４５百万円となりました。 

ｂ．負債、純資産 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて０．１％減少し、１３，１５５百万円となりました。増減の主なも

のは、短期借入金の減少６４２百万円、賞与引当金の減少１９４百万円、未払金の減少１５７百万円、支払手

形及び買掛金の増加８１６百万円などで、１６百万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９．６％増加し、４，９７７百万円となりました。増減の主なもの

は、長期借入金の増加３４４百万円、退職給付引当金の増加１１７百万円などで、４３７百万円増加しており

ます。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて２．４％増加し、１８，１３２百万円となりました。 

純資産は、前連結会計年度末に比べて０．２％減少し、７，７１３百万円となりました。増減の主なもの

は、利益剰余金の減少３２百万円などで、１８百万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月期における通期の業績予想につきましては、平成24年９月28日に公表しました業績予想に変更はあ

りません。 
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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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,169 2,368

受取手形及び売掛金 5,519 5,747

有価証券 3 3

商品及び製品 4,261 3,691

半成工事 4 11

原材料及び貯蔵品 3,030 2,640

繰延税金資産 277 250

その他 431 437

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 14,697 15,150

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,051 1,956

機械装置及び運搬具（純額） 1,792 1,752

土地 4,575 4,575

その他（純額） 181 217

有形固定資産合計 8,600 8,501

無形固定資産 121 152

投資その他の資産   

投資有価証券 1,266 1,272

繰延税金資産 649 669

その他 107 99

投資その他の資産合計 2,023 2,041

固定資産合計 10,745 10,695

資産合計 25,442 25,845
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,452 4,269

短期借入金 8,404 7,762

未払金 435 278

未払費用 427 404

未払法人税等 38 13

未払消費税等 15 120

賞与引当金 296 101

その他 99 205

流動負債合計 13,171 13,155

固定負債   

長期借入金 2,434 2,778

退職給付引当金 1,737 1,854

役員退職慰労引当金 138 90

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 147 172

固定負債合計 4,539 4,977

負債合計 17,710 18,132

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 3,406

自己株式 △4 △4

株主資本合計 7,373 7,341

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 286 292

その他の包括利益累計額合計 286 292

少数株主持分 71 79

純資産合計 7,732 7,713

負債純資産合計 25,442 25,845
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

売上高 15,967 15,626

売上原価 13,185 13,214

売上総利益 2,781 2,411

販売費及び一般管理費   

運賃 558 533

出荷費 236 247

役員報酬 100 99

給料及び手当 589 605

賞与引当金繰入額 59 32

退職給付費用 97 111

役員退職慰労引当金繰入額 25 26

福利厚生費 137 145

旅費及び交通費 61 59

情報管理費 40 48

賃借料 108 101

減価償却費 5 5

研究開発費 121 138

その他 262 256

販売費及び一般管理費合計 2,404 2,411

営業利益 377 0

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 36 35

その他 37 15

営業外収益合計 73 51

営業外費用   

支払利息 131 115

持分法による投資損失 21 －

その他 15 16

営業外費用合計 167 131

経常利益又は経常損失（△） 282 △79
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（単位：百万円）

前第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) 

当第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) 

特別利益   

固定資産売却益 1 0

投資有価証券売却益 － 9

受取損害賠償金 － 76

特別利益合計 1 87

特別損失   

固定資産除却損 9 8

災害による損失 25 －

製品回収等関連損失 357 －

ゴルフ会員権評価損 1 7

その他 0 1

特別損失合計 394 16

税金等調整前四半期純損失（△） △110 △9

法人税、住民税及び事業税 24 12

法人税等調整額 82 2

法人税等合計 107 14

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △218 △24

少数株主利益 5 8

四半期純損失（△） △223 △32
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △218 △24

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 15 5

繰延ヘッジ損益 4 －

その他の包括利益合計 20 5

四半期包括利益 △198 △18

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △203 △27

少数株主に係る四半期包括利益 5 8
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該当事項はありません。 

   

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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前第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。 

  

当第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。 

  

（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  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

  

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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