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

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

22年3月期第3四半期 17,012 △32.3 △16 ― △146 ― △78 ―

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3四半期 △5.40 ―

22年3月期第3四半期 △1.41 ―

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3四半期 26,708 7,994 29.7 141.64
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3四半期  7,928百万円 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

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3Q 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3Q  25,369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3Q 55,975,328株 22年3月期3Q 55,977,305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、企業収益に一部回復の兆しが見られるものの、円高、デフレ

の長期化など依然として厳しい状況が続いております。 

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、生産者の高齢化や耕作放棄地の拡大および新

米の品質低下に加え、米価の大幅な下落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。また、流通在庫圧縮の影響もあり、厳しい販売環境が続いております。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、販売価格の下落傾向が続いております。 

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 

厳しい販売環境のなか、販売数量は一部回復傾向にあるものの、価格引き下げの影響が大きく、売上高は減

収となりました。また、価格引き下げ前の原料および製品在庫に起因し、原価率が高い水準で推移したことか

ら、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１１，２８０百万円（前年同四半期比９．９％減）、営業利益５４百万円

（前年同四半期比６０．４％減）となりました。 

ｂ．化成品事業 

りん酸カルシウム、硫酸、工業用のりん酸などは需要増があり、販売数量は増加しましたが、米国や中国と

の競合により価格が下落し、減収、減益となりました。 

その結果、化成品事業の売上高は３，１８０百万円（前年同四半期比７．５％減）、営業利益３５２百万円

（前年同四半期比４３．９％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、既存ユーザーの回復および海外需要の拡大も

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１，１０７百万円（前年同四半期比５．４％増）、営業利益３４百万円

（前年同四半期比５４．５％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９．６％増加し、１５，０４３百万円となりました。増減の主なもの

は、現金及び預金の増加６８１百万円、原材料及び貯蔵品の増加４３９百万円、商品及び製品の増加２１７百万

円、受取手形及び売掛金の減少３９６百万円などで、１，３２１百万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、１１，６６５百万円となりました。増減の主なもの

は、有形固定資産の減少１７６百万円、上場株式時価評価差額による投資その他の資産の減少１２８百万円など

で、２９２百万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４．０％増加し、２６，７０８百万円となりました。 

ｂ．負債、純資産 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて９．２％増加し、１４，２５８百万円となりました。増減の主なもの

は、支払手形及び買掛金の増加２，２３１百万円、短期借入金の減少８９７百万円などで、１，１９９百万円増加

しております。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて５．６％増加し、４，４５５百万円となりました。増減の主なものは、

長期借入金の増加１９３百万円、退職給付引当金の増加８９百万円などで、２３６百万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８．３％増加し、１８，７１３百万円となりました。 

純資産は、前連結会計年度末に比べて４．８％減少し、７，９９４百万円となりました。増減の主なものは、利

益剰余金の減少３０２百万円、その他有価証券評価差額金の減少１１０百万円などで、４０７百万円減少しており

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３四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６６

６百万円増加し、２，１８９百万円となりました。 

当第３四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、１，８０１百万円の収入（前年同四半期連結累計期間は８４９百万

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、２７６百万円の支出（前年同四半期連結累計期間は４５９百万円の

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、８５９百万円の支出（前年同四半期連結累計期間は２４１百万円の

支出）となりました。 

これは主に、長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３四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

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

3



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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 2,231 1,549

受取手形及び売掛金 5,228 5,625

有価証券 3 3

商品及び製品 4,092 3,874

半成工事 33 1

原材料及び貯蔵品 2,588 2,149

繰延税金資産 365 213

その他 499 305

貸倒引当金 △0 △1

流動資産合計 15,043 13,721

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,283 2,368

機械装置及び運搬具（純額） 1,946 2,031

土地 4,555 4,555

その他（純額） 127 133

有形固定資産合計 8,912 9,088

無形固定資産 137 124

投資その他の資産   

投資有価証券 1,888 2,096

繰延税金資産 611 512

その他 115 135

投資その他の資産合計 2,615 2,744

固定資産合計 11,665 11,957

資産合計 26,708 25,679
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 4,985 2,754

短期借入金 8,213 9,110

未払金 325 360

未払費用 417 426

未払法人税等 22 23

未払消費税等 13 128

賞与引当金 111 213

その他 169 40

流動負債合計 14,258 13,058

固定負債   

長期借入金 2,733 2,540

退職給付引当金 1,548 1,459

役員退職慰労引当金 99 122

環境対策引当金 31 31

負ののれん 0 3

その他 40 61

固定負債合計 4,455 4,218

負債合計 18,713 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 3,753 4,055

自己株式 △4 △4

株主資本合計 7,687 7,990

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 244 355

繰延ヘッジ損益 △4 △9

評価・換算差額等合計 240 346

少数株主持分 66 65

純資産合計 7,994 8,402

負債純資産合計 26,708 25,679
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（２）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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第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) 

売上高 17,012 15,569

売上原価 14,698 13,547

売上総利益 2,314 2,021

販売費及び一般管理費   

運賃 540 555

出荷費 206 220

役員報酬 105 107

給料及び手当 565 549

賞与引当金繰入額 36 35

退職給付費用 83 80

役員退職慰労引当金繰入額 25 23

福利厚生費 121 125

旅費及び交通費 60 59

情報管理費 48 38

賃借料 106 104

減価償却費 8 7

研究開発費 140 135

その他 281 292

販売費及び一般管理費合計 2,331 2,335

営業損失（△） △16 △314

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 36 37

負ののれん償却額 3 2

助成金収入 17 17

その他 11 10

営業外収益合計 70 67

営業外費用   

支払利息 166 141

持分法による投資損失 13 20

その他 20 21

営業外費用合計 200 183

経常損失（△） △146 △430
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第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) 

特別利益   

固定資産売却益 8 －

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 118 7

特別損失   

固定資産除却損 32 28

減損損失 17 －

その他 4 0

特別損失合計 54 28

税金等調整前四半期純損失（△） △82 △451

法人税、住民税及び事業税 31 29

法人税等調整額 △40 △179

法人税等合計 △9 △150

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △301

少数株主利益 5 1

四半期純損失（△） △78 △302
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 5,748 5,542

売上原価 4,766 4,628

売上総利益 981 914

販売費及び一般管理費   

運賃 197 201

出荷費 74 78

役員報酬 34 35

給料及び手当 158 157

賞与引当金繰入額 36 35

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 41 44

旅費及び交通費 19 18

情報管理費 16 11

賃借料 35 33

減価償却費 2 2

研究開発費 47 42

その他 82 96

販売費及び一般管理費合計 783 794

営業利益 198 119

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 12 12

負ののれん償却額 1 0

助成金収入 9 1

その他 3 4

営業外収益合計 26 19

営業外費用   

支払利息 56 48

持分法による投資損失 2 －

その他 3 9

営業外費用合計 61 57

経常利益 163 81
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（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 2 －

貸倒引当金戻入額 0 －

特別利益合計 2 －

特別損失   

固定資産除却損 15 4

その他 3 0

特別損失合計 18 4

税金等調整前四半期純利益 147 77

法人税、住民税及び事業税 6 5

法人税等調整額 48 37

法人税等合計 55 43

少数株主損益調整前四半期純利益 － 33

少数株主利益 5 1

四半期純利益 87 32
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第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) 

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（△） △82 △451

減価償却費 497 507

減損損失 17 －

投資有価証券評価損益（△は益） 4 －

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） 146 89

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 21 △22

受取利息及び受取配当金 △37 △37

支払利息 166 141

売上債権の増減額（△は増加） 478 396

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,827 △689

仕入債務の増減額（△は減少） △38 2,231

その他 △592 △332

小計 2,297 1,833

法人税等の支払額 △1,448 △31

営業活動によるキャッシュ・フロー 849 1,801

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 － △20

定期預金の払戻による収入 － 5

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 △620 △291

有形固定資産の除却による支出 △25 △12

有形固定資産の売却による収入 31 0

無形固定資産の取得による支出 △4 △22

関係会社の清算による収入 120 －

利息及び配当金の受取額 37 37

その他 0 25

投資活動によるキャッシュ・フロー △459 △276

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 415 －

短期借入金の返済による支出 △472 △817

長期借入れによる収入 1,300 1,200

長期借入金の返済による支出 △1,192 △1,086

利息の支払額 △174 △141

配当金の支払額 △110 －

その他 △6 △13

財務活動によるキャッシュ・フロー △241 △859

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 147 666

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 2,030 2,189
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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21年４月１日 至 平成21年12月31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 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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  12,522  3,439  1,051  17,012  ―  17,012

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高  106  533  1,145  1,785 ( )1,785 ―

計  12,628  3,973  2,196  18,798 ( )1,785  17,012

営業利益又は営業損失（△）  138  628  22  789 ( )806  △16

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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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） 

（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。 

  

〔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  11,280  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  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利益又は営業損失（△）  △314

（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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