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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9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 ％

23年3月期第2四半期 10,026 △11.0 △434 ― △511 ― △334 ―

22年3月期第2四半期 11,263 △30.3 △215 ― △310 ― △166 ―

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

23年3月期第2四半期 △5.98 ―

22年3月期第2四半期 △2.98 ―

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

23年3月期第2四半期 25,581 7,940 30.8 140.68
22年3月期 25,679 8,402 32.5 148.94

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  7,874百万円 22年3月期  8,336百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  

平成23年３月期の期末配当につい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

22年3月期 ― ― ― 0.00 0.00

23年3月期 ― ―

23年3月期 
（予想）

― ― ―

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 24,500 5.8 260 26.3 100 172.7 20 △77.0 0.36



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(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】３ページ「１．当四半期の連結業績等に関する定性的
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 （詳細は、【添付資料】３ページ「２．その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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） 23年3月期2Q 56,000,000株 22年3月期  56,000,000株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  24,839株 22年3月期  24,282株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 55,975,479株 22年3月期2Q 55,977,953株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、景気の低迷とデフレが長期化する中で、個人消費回復を目的

とした減税等の経済政策により底打ちの兆しがみられたものの、米国の景気やユーロ圏経済の先行きに対する懸念

から急激な円高が進行しており、今後とも予断を許さない状況が続くものとみられます。 

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、生産者の高齢化や耕作放棄地の拡大および国

内農産物価格の低迷など厳しい農業環境が続くなか、生産者の資材費抑制の動きがいっそう強まる傾向にあります

が、本年は2年連続の肥料価格引き下げに伴う流通在庫圧縮の影響を強く受けるとともに、天候不順により追肥が

低調だったこともあり、全体的に需要の回復が遅れ、予想以上に厳しい販売状況となりました。また、化成品事業

については，販売数量は堅調に推移したものの、販売単価の値下がりにより厳しい販売環境が続いております。 

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 

昨年に引き続き6月に肥料価格が引き下げとなりましたが、その中で、より環境負荷が少なく、農家のニー

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、お

よび「コープガードD一発」、「側条用コープショート一発20」などの農薬入り肥料の拡充に努めました。し

かしながら、価格引き下げによる減収が大きく影響し、売上高は減収となりました。また、売上減少とこれに

伴う生産量の減少による原価率の上昇や、価格引き下げによるたな卸資産の簿価切下げを実施したことも相ま

って利益面でも厳しい結果となりました。 

その結果、肥料事業の売上高は７，２６７百万円（前年同四半期比１１．８％減）、営業損失１４９百万円

（前年同四半期は営業損失９３百万円）となりました。 

ｂ．化成品事業 

一昨年来続いたリーマンショック後の影響も徐々に改善され数量面では回復が認められますが、価格引き下

げにより、りん酸カルシウム、肥料用のりん酸は減収となりました。 

その結果、化成品事業の売上高は２，０５６百万円（前年同四半期比１４．４％減）、営業利益２２３百万

円（前年同四半期比４８．４％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は、既存ユーザーがリーマンショック後の大幅な

失速から概ね回復し、さらに新規ユーザーの開拓による需要増もあり、増販となりました。また、運送部門な

ども運送量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７０２百万円（前年同四半期比１２．８％増）、営業利益５百万円（前年

同四半期は営業損失１４百万円）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０．６％増加し、１３，８００百万円となりました。増減の主なも

のは、受取手形及び売掛金の増加３２７百万円、繰延税金資産の増加２１５百万円、現金及び預金の増加９９

百万円、商品及び製品の減少５３０百万円などで、７９百万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１．５％減少し、１１，７８０百万円となりました。増減の主なも

のは、繰延税金資産の増加８７百万円、上場株式時価評価差額による投資有価証券の減少２３９百万円など

で、１７６百万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０．４％減少し、２５，５８１百万円となりました。 

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、１２，９１２百万円となりました。増減の主なも

のは、支払手形及び買掛金の増加６２８百万円、短期借入金の減少８１５百万円などで、１４５百万円減少し

ております。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて１２．１％増加し、４，７２８百万円となりました。増減の主なも

のは、長期借入金の増加５０２百万円などで、５０９百万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２．１％増加し、１７，６４１百万円となりました。 

純資産は、前連結会計年度末に比べて５．５％減少し、７，９４０百万円となりました。増減の主なもの

は、利益剰余金の減少３３４百万円、その他有価証券評価差額金の減少１２９百万円などで、４６１百万円減

少しております。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べて８４

百万円増加し、１，６０７百万円となりました。 

当第２四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。 

ａ．営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、７５４百万円の収入（前年同四半期連結累計期間は６６０百万円の

収入）となりました。 

これは主に、仕入債務の増加などによるものであります。 

ｂ．投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動によるキャッシュ・フローは、２５３百万円の支出（前年同四半期連結累計期間は２６２百万円の

支出）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。 

ｃ．財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動によるキャッシュ・フローは、４１５百万円の支出（前年同四半期連結累計期間は３４７百万円の

支出）となりました。 

これは主に、短期借入金の返済による支出などによるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成22年10月29日に公表しました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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 

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。 

②たな卸資産の評価方法 

当第２四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。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

会計処理基準に関する事項の変更 

（資産除去債務に関する会計基準の適用）  

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。 

この変更による損益に与える影響はありません。  

  

２．その他の情報
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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）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,649 1,549

受取手形及び売掛金 5,952 5,625

有価証券 3 3

商品及び製品 3,344 3,874

半成工事 4 1

原材料及び貯蔵品 2,063 2,149

繰延税金資産 429 213

その他 354 305

貸倒引当金 △0 △1

流動資産合計 13,800 13,721

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,328 2,368

機械装置及び運搬具（純額） 2,035 2,031

土地 4,555 4,555

その他（純額） 128 133

有形固定資産合計 9,048 9,088

無形固定資産 140 124

投資その他の資産   

投資有価証券 1,857 2,096

繰延税金資産 599 512

その他 135 135

投資その他の資産合計 2,592 2,744

固定資産合計 11,780 11,957

資産合計 25,581 25,679
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,382 2,754

短期借入金 8,295 9,110

未払金 374 360

未払費用 514 426

未払法人税等 30 23

未払消費税等 14 128

賞与引当金 227 213

その他 73 40

流動負債合計 12,912 13,058

固定負債   

長期借入金 3,042 2,540

退職給付引当金 1,485 1,459

役員退職慰労引当金 91 122

環境対策引当金 31 31

負ののれん 1 3

その他 75 61

固定負債合計 4,728 4,218

負債合計 17,641 17,276

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 3,720 4,055

自己株式 △4 △4

株主資本合計 7,655 7,990

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 226 355

繰延ヘッジ損益 △6 △9

評価・換算差額等合計 219 346

少数株主持分 65 65

純資産合計 7,940 8,402

負債純資産合計 25,581 25,679

コープケミカル株式会社(4003)　平成23年3月期 第2四半期決算短信[日本基準]（連結）

－ 5 －



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 11,263 10,026

売上原価 9,931 8,919

売上総利益 1,332 1,106

販売費及び一般管理費   

運賃 342 354

出荷費 132 141

役員報酬 70 72

給料及び手当 324 319

賞与引当金繰入額 82 72

退職給付費用 55 53

役員退職慰労引当金繰入額 17 15

福利厚生費 79 80

旅費及び交通費 40 40

情報管理費 31 26

賃借料 70 71

減価償却費 5 5

研究開発費 93 92

その他 199 195

販売費及び一般管理費合計 1,547 1,541

営業損失（△） △215 △434

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 24 24

負ののれん償却額 2 1

助成金収入 － 15

その他 16 6

営業外収益合計 44 49

営業外費用   

支払利息 110 93

持分法による投資損失 11 21

その他 17 12

営業外費用合計 139 127

経常損失（△） △310 △511
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

特別利益   

固定資産売却益 5 －

関係会社清算益 110 －

貸倒引当金戻入額 0 3

償却債権取立益 － 4

特別利益合計 115 7

特別損失   

固定資産除却損 17 24

減損損失 17 －

投資有価証券評価損 1 －

その他 － 0

特別損失合計 36 24

税金等調整前四半期純損失（△） △230 △528

法人税、住民税及び事業税 25 23

法人税等調整額 △89 △217

法人税等合計 △64 △193

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △334

少数株主利益 0 0

四半期純損失（△） △166 △334
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 6,004 5,684

売上原価 5,075 4,846

売上総利益 929 837

販売費及び一般管理費   

運賃 187 188

出荷費 69 82

役員報酬 35 36

給料及び手当 145 159

賞与引当金繰入額 35 31

退職給付費用 27 26

役員退職慰労引当金繰入額 8 8

福利厚生費 36 37

旅費及び交通費 21 21

情報管理費 14 14

賃借料 35 34

減価償却費 2 2

研究開発費 44 43

その他 108 97

販売費及び一般管理費合計 773 785

営業利益 155 52

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 0 0

負ののれん償却額 1 0

助成金収入 5 8

その他 8 3

営業外収益合計 16 13

営業外費用   

支払利息 52 43

持分法による投資損失 5 10

その他 － 5

営業外費用合計 57 59

経常利益 114 5
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（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

特別利益   

固定資産売却益 0 －

関係会社清算益 110 －

貸倒引当金戻入額 0 1

特別利益合計 110 1

特別損失   

固定資産除却損 2 3

特別損失合計 2 3

税金等調整前四半期純利益 222 3

法人税、住民税及び事業税 12 20

法人税等調整額 74 △10

法人税等合計 87 9

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △6

少数株主利益 1 1

四半期純利益又は四半期純損失（△） 133 △8
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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損失（△） △230 △528

減価償却費 325 337

減損損失 17 －

投資有価証券評価損益（△は益） 1 －

関係会社清算損益（△は益） △110 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 81 26

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12 △31

受取利息及び受取配当金 △24 △25

支払利息 110 93

売上債権の増減額（△は増加） 302 △327

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,689 613

仕入債務の増減額（△は減少） △945 628

その他 △144 △11

小計 2,084 775

法人税等の支払額 △1,424 △20

営業活動によるキャッシュ・フロー 660 754

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △15

有価証券の償還による収入 1 1

有形固定資産の取得による支出 △417 △238

有形固定資産の除却による支出 △16 △10

有形固定資産の売却による収入 23 －

無形固定資産の取得による支出 △4 △21

関係会社の清算による収入 120 －

利息及び配当金の受取額 24 25

その他 5 5

投資活動によるキャッシュ・フロー △262 △253

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 400 －

短期借入金の返済による支出 △50 △810

長期借入れによる収入 300 1,200

長期借入金の返済による支出 △778 △703

利息の支払額 △105 △94

配当金の支払額 △110 －

その他 △3 △8

財務活動によるキャッシュ・フロー △347 △415

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 50 84

現金及び現金同等物の期首残高 1,882 1,522

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,933 1,607
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該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】  

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

（注）１ 事業区分の方法 

当社及び当社企業グループの事業区分は、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 

  

【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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。 

  

【海外売上高】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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

  
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  8,238  2,402  622  11,263  －  11,263

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 79  318  685  1,083 ( )1,083  －

計  8,318  2,721  1,308  12,347 ( )1,083  11,263

営業利益又は営業損失（△）  △93  433  △14  325 ( )540  △215
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[セグメント情報] 

１．報告セグメントの概要 

当社のセグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配

分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は、本社に製品・サービス別の事業部門を置き、各担当部門は、取扱う製品・サービスについて国内の包括

的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社は、事業部門を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「肥料事業」

及び「化成品事業」を報告セグメントとしております。 

「肥料事業」は、高度化成などの製品を生産しております。 

「化成品事業」は、りん酸カルシウム、工業用及び肥料用りん酸液などの製品を生産しております。 

  

２．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 

当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

（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、

プラント等の設計および施工、不動産賃貸、運送業務等を含んでおります。 

３．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。  

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成

20年３月21日）を適用しております。 

  

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  7,267  2,056  9,323  702  10,026

セグメント間の内部売上高又は振替高  65  402  467  △467  －

計  7,332  2,458  9,790  235  10,026

セグメント利益又は損失（△）  △149  223  73  △508  △434

利益 
金額

（百万円） 

報告セグメント計  73

「その他」の区分の利益又は損失（△）  5

セグメント間取引消去  △3

全社費用（注）  △510

四半期連結損益計算書の営業利益又は営業損失（△）  △434

（６）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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