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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 5,259 △32.9 △371 ― △424 ― △299 ―

21年3月期第1四半期 7,840 ― 640 ― 595 ― 347 ―

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

22年3月期第1四半期 △5.35 ―

21年3月期第1四半期 6.20 ―

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

22年3月期第1四半期 25,707 8,121 31.4 144.02
21年3月期 30,602 8,331 27.0 147.74

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  8,061百万円 21年3月期  8,270百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― ― ― 2.00 2.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 2.00 2.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 
連結累計期間

16,600 2.7 390 △84.5 260 △89.1 130 △89.9 2.32

通期 33,700 4.0 850 △78.0 580 △83.8 310 △81.5 5.54
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4.  その他 

(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
(注)詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な
事項等の変更に記載されるもの） 

(注)詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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過程及び業績予想に関する注記事項につきましては、５ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．業績予想に関する定性的情報」をご参照く
ださい。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期  56,000,000株 21年3月期  56,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  21,534株 21年3月期  21,273株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期  55,978,559株 21年3月期第1四半期  55,984,354株
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当第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）におけるわが国経済は、一

部では生産の持ち直しの兆しや株価の回復の動きが見られたものの、昨年からの世界的な金融・経済危機

による景気後退への影響は依然として長引いており、企業収益の悪化や個人消費および民間需要の低迷な

ど、景気の先行きに対する不透明感が払拭されない状況が続いております。 

肥料業界におきましては、農産物価格の低迷や生産農家の高齢化に伴う耕作放棄地の拡大が続くなか、

世界的に高騰した原燃料価格は昨年秋以降急落しております。 

  

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

主力の肥料事業は、前年の値上げに伴う仮需要の調整や、肥料価格の値下がりを見込んだ買い控えに

より、主力の高度化成をはじめ有機化成、石灰窒素、りん酸単肥などが大幅な減販となりました。ま

た、７月以降の値下げに伴う６月末たな卸資産についての収益性の低下による簿価切下げを行った結

果、売上高３，７４４百万円（前年同四半期比３８．６％減）、営業損失２８３百万円（前年同四半期

は営業利益７５９百万円）となりました。 

化成品事業は、景気悪化に伴う工業用りん酸などの需要減による減収はありましたが、飼料用りん酸

カルシウムなどが増収となり、売上高１，２５２百万円（前年同四半期比７．９％増）、営業利益２３

６百万円（前年同四半期比１１２．４％増）となりました。 

その他事業は、工事部門や多機能性無機素材部門などの減収により、売上高２６１百万円（前年同四

半期比５５．３％減）、営業損失２９百万円（前年同四半期は営業利益４４百万円）となりました。 

  

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高５，２５９百万円（前年同四半期比３２．

９％減）、営業損失３７１百万円（前年同四半期は営業利益６４０百万円）、経常損失４２４百万円（前

年同四半期は経常利益５９５百万円）、四半期純損失２９９百万円（前年同四半期は四半期純利益３４７

百万円）となりました。 

  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

ａ．肥料事業

ｂ．化成品事業

ｃ．その他事業
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流動資産は、前連結会計年度末に比べて２７．８％減少し、１３，５２７百万円となりました。増

減の主なものは、受取手形及び売掛金の減少２，５１３百万円、商品及び製品の減少１，２９８百万

円、原材料及び貯蔵品の減少１，０１６百万円などで、５，２１５百万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２．７％増加し、１２，１８０百万円となりました。増減

の主なものは、有形固定資産の増加１０１百万円、上場株式時価評価差額による投資その他の資産の

増加２１７百万円などで、３２０百万円増加しております。 

 この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて１６．０％減少し、２５，７０７百万円となりまし

た。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて２４．４％減少し、１３，６８９百万円となりました。増

減の主なものは、支払手形及び買掛金の減少２，９３５百万円、未払法人税等の減少１，４１５百万

円などで、４，４２５百万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６．２％減少し、３，８９６百万円となりました。増減の

主なものは、長期借入金の減少３１８百万円、退職給付引当金の増加４８百万円などで、２５８百万

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２１．０％減少し、１７，５８６百万円となり

ました。 

純資産は、前連結会計年度末に比べて２．５％減少し、８，１２１百万円となりました。増減の主

なものは、利益剰余金の減少４１１百万円、その他有価証券評価差額金の増加２０２百万円などで、

２０９百万円減少しております。 

  

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末に比べて５

５４百万円減少し、１，３２７百万円となりました。 

当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであり

ます。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、１７７百万円の支出（前年同四半期連結会計期間に比べ６

３百万円の減少）となりました。 

 これは主に、仕入債務の減少、法人税等の支払などによるものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、２２８百万円の支出（前年同四半期連結会計期間に比べ１

６０百万円の減少）となりました。 

 これは主に、有形固定資産の取得による支出などによるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、１４８百万円の支出（前年同四半期連結会計期間は３６８

百万円の収入）となりました。  

 これは主に、短期借入れによる収入の減少などによるものであります。 

  

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

ｂ．負債、純資産

キャッシュ・フローの状況

ａ．営業活動によるキャッシュ・フロー

ｂ．投資活動によるキャッシュ・フロー

ｃ．財務活動によるキャッシュ・フロー
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当第２四半期以降は、買い控えの反動からくる販売数量の回復が予想されるものの、肥料価格高騰対策

などに基づく施肥量の減少および海外市況の下落や円高により国内回帰の動きが弱まることによる需要減

が懸念される状況にあります。 

 このような状況において、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、不透明な要

素が多いため、現時点では平成21年５月15日に公表しました業績予想は変更しておりませんが、今後の業

績推移を踏まえ、修正が必要と判断される場合には、すみやかに公表いたします。 

  

該当事項はありません。 

  

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差

異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績

予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度

末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

  

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工

事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計

期間より適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、進捗部分について成果の確

実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積は原価比例法）を、その他の

工事については工事完成基準を適用しております。 

この変更による損益及びセグメント情報に与える影響はありません。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 期中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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

②たな卸資産の評価方法

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

（会計処理の変更）

①完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更
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5.【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）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,331 1,886

受取手形及び売掛金 4,512 7,025

有価証券 26 26

商品及び製品 3,878 5,176

半成工事 49 2

原材料及び貯蔵品 3,035 4,051

繰延税金資産 392 250

その他 303 323

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 13,527 18,742

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,358 2,376

機械装置及び運搬具（純額） 1,788 1,785

土地 4,558 4,575

その他（純額） 507 373

有形固定資産合計 9,212 9,111

無形固定資産 133 132

投資その他の資産   

投資有価証券 2,309 1,975

繰延税金資産 386 503

その他 137 137

投資その他の資産合計 2,833 2,616

固定資産合計 12,180 11,859

資産合計 25,707 30,602
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,018 4,953

短期借入金 10,192 9,857

未払金 419 791

未払費用 649 409

未払法人税等 9 1,425

未払消費税等 167 189

賞与引当金 139 261

その他 94 226

流動負債合計 13,689 18,115

固定負債   

長期借入金 2,327 2,645

退職給付引当金 1,391 1,342

役員退職慰労引当金 98 92

環境対策引当金 31 31

負ののれん 7 8

その他 40 34

固定負債合計 3,896 4,155

負債合計 17,586 22,270

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 3,668 4,080

自己株式 △3 △3

株主資本合計 7,604 8,015

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 468 265

繰延ヘッジ損益 △10 △11

評価・換算差額等合計 457 254

少数株主持分 59 61

純資産合計 8,121 8,331

負債純資産合計 25,707 30,602
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(2)【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20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 7,840 5,259

売上原価 6,244 4,856

売上総利益 1,596 402

販売費及び一般管理費   

運賃 282 154

出荷費 116 62

役員報酬 37 34

給料及び手当 169 178

賞与引当金繰入額 47 47

退職給付費用 34 28

役員退職慰労引当金繰入額 6 8

福利厚生費 45 43

旅費及び交通費 22 19

情報管理費 13 17

賃借料 37 35

減価償却費 2 2

研究開発費 43 49

その他 95 91

販売費及び一般管理費合計 955 774

営業利益又は営業損失（△） 640 △371

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 19 24

負ののれん償却額 1 1

その他 3 2

営業外収益合計 25 28

営業外費用   

支払利息 55 58

持分法による投資損失 4 5

その他 10 17

営業外費用合計 70 81

経常利益又は経常損失（△） 595 △424

コープケミカル㈱(4003)平成22年３月期第１四半期決算短信

8



（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

特別利益   

固定資産売却益 － 5

貸倒引当金戻入額 1 0

特別利益合計 1 5

特別損失   

固定資産除却損 6 14

投資有価証券評価損 6 1

減損損失 － 17

特別損失合計 13 33

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（△）

583 △452

法人税、住民税及び事業税 291 12

法人税等調整額 △54 △164

法人税等合計 236 △151

少数株主利益又は少数株主損失（△） 0 △1

四半期純利益又は四半期純損失（△） 347 △299

コープケミカル㈱(4003)平成22年３月期第１四半期決算短信

9



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

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（△）

583 △452

減価償却費 164 155

減損損失 － 17

投資有価証券評価損益（△は益） 6 1

退職給付引当金の増減額（△は減少） 22 48

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △25 6

受取利息及び受取配当金 △20 △24

支払利息 55 58

売上債権の増減額（△は増加） △1,307 2,513

たな卸資産の増減額（△は増加） △816 2,267

仕入債務の増減額（△は減少） 1,553 △2,935

その他 △38 △423

小計 178 1,230

法人税等の支払額 △292 △1,407

営業活動によるキャッシュ・フロー △114 △177

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △97 △250

有形固定資産の除却による支出 △2 △9

有形固定資産の売却による収入 － 11

無形固定資産の取得による支出 － △4

利息及び配当金の受取額 21 24

その他 10 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △68 △228

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 1,800 400

短期借入金の返済による支出 △845 △17

長期借入金の返済による支出 △418 △366

利息の支払額 △55 △59

配当金の支払額 △111 △111

その他 △0 6

財務活動によるキャッシュ・フロー 368 △148

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 186 △554

現金及び現金同等物の期首残高 1,032 1,882

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,219 1,327
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当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

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20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

 
(注)１ 事業区分の方法 

当社及び当社企業グル－プの事業区分は、製品の製造方法及び販売方法を基準に区分しております。 
２ 各事業区分の主要製品 

肥料事業   高度化成肥料、普通化成肥料、有機化成肥料、りん安、過石・重過石、石灰窒素 
化成品事業 りん酸、りん酸カルシウム、工業用りん酸、硫酸 
その他事業 合成雲母、合成スメクタイト、建設工事、不動産賃貸、運送業務 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

 
(注)１ 事業区分の方法 

当社及び当社企業グル－プの事業区分は、製品の製造方法及び販売方法を基準に区分しております。 
２ 各事業区分の主要製品 

肥料事業   高度化成肥料、普通化成肥料、有機化成肥料、りん安、過石・重過石、石灰窒素 
化成品事業 りん酸、りん酸カルシウム、工業用りん酸、硫酸 
その他事業 合成雲母、合成スメクタイト、プラント等の設計および施工、不動産賃貸、運送業務 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

肥料事業 
(百万円)

化成品事業
(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

6,095 1,160 585 7,840 ― 7,840

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

67 249 364 681 (681) ―

計 6,162 1,409 949 8,522 (681) 7,840

営業利益 759 111 44 915 (274) 640

肥料事業 
(百万円)

化成品事業
(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

3,744 1,252 261 5,259 ― 5,259

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

47 129 334 511 (511) ―

計 3,792 1,382 596 5,770 (511) 5,259

営業利益又は営業損失（△） △283 236 △29 △76 (295) △371

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおり

であります。 

 
  

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおり

であります。 

 
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 
３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

6. その他の情報

生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

事業の種類別セグメントの名称 生産数量(ｔ) 前年同四半期比（％）

肥料事業 28,905 △67.8

化成品事業 2,650 ＋16.6

その他事業 23 △70.8

合計 31,579 △65.7

(2) 受注状況

(3) 販売実績

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同四半期比（％）

肥料事業 3,744 △38.6

化成品事業 1,252 ＋7.9

その他事業 261 △55.3

合計 5,259 △32.9

相手先

当第１四半期連結累計期間

販売高(百万円) 割合(％)

全国農業協同組合連合会 4,217 80.2
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