
平成25年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 
平成25年5月10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
定時株主総会開催予定日 平成25年6月27日 有価証券報告書提出予定日 平成25年6月27日

配当支払開始予定日 ―

決算補足説明資料作成の有無 ： 無

決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 21,412 △0.9 250 △60.2 140 △72.3 121 ―

24年3月期 21,595 2.3 629 ― 506 ― △51 ―

（注）包括利益 25年3月期 238百万円 （820.2％） 24年3月期 25百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年3月期 2.17 ― 1.6 0.5 1.2
24年3月期 △0.92 ― △0.7 2.0 2.9

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  ―百万円 24年3月期  △21百万円

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 25,863 7,970 30.5 140.88
24年3月期 25,442 7,732 30.1 136.87

（参考） 自己資本   25年3月期  7,885百万円 24年3月期  7,660百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

25年3月期 2,502 △443 △1,183 2,002
24年3月期 59 85 △395 1,127

2.  配当の状況 

平成26年３月期の配当予想につきましては、現時点で未定です。 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

24年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 0 0.0 0.0
25年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 0 0.0 0.0

26年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

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(累計) 10,000 △1.3 0 ― △40 ― △50 ― △0.89

通期 22,500 5.1 420 68.0 320 128.6 170 40.5 3.04



※  注記事項 

(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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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 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 30,178 株 24年3月期 28,528 株

③ 期中平均株式数 25年3月期 55,970,807 株 24年3月期 55,972,513 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 20,007 0.2 227 △58.0 122 △72.0 103 △60.2

24年3月期 19,971 1.0 542 ― 439 ― 260 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

25年3月期 1.85 ―

24年3月期 4.65 ―

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 24,852 7,202 29.0 128.68
24年3月期 24,311 6,995 28.8 124.99

（参考） 自己資本 25年3月期  7,202百万円 24年3月期  6,995百万円

2. 平成26年 3月期の個別業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監督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
は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．経営成績・財政状態
に関する分析（１）経営成績に関する分析」をご参照ください。 

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(累計) 9,500 0.3 0 ― △50 ― △60 ― △1.07

通期 21,000 5.0 400 76.2 300 145.9 150 45.6 2.68
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(1)経営成績に関する分析 

・当期の経営成績 

当連結会計年度のわが国経済は、東日本大震災の復興需要により一部に緩やかな回復が見られることや１２月の

政権交代後の経済政策への期待感による円安相場への転換や株価の回復から景気浮上の兆しはみられるものの、長

期化する欧州の財政問題や中国経済の減速などの影響を受け各種産業の生産活動は低迷し、一年を通して厳しい状

況のなかで推移しました。 

当社企業グループをめぐる経営環境につきましては、主力の肥料事業では、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、肥料の国

際市況が下落したことにともない国内の肥料価格が２度にわたって引き下げられ、販売環境は一層厳しさを増して

おります。 

このような環境のなかで、当社グループといたしましては、新たに策定しました中期３カ年経営計画「バリュー

２６計画」に基づき業績の向上に努め、肥料事業では新たに土壌改良資材の販売を手掛けるとともに、機能性商品

を中心に地域に根ざした営業活動を積極的に展開した結果、肥料事業は増収となりました。 

しかし、化成品事業では、中国経済の減速による日本の製造業の低迷が硫酸、工業用りん酸など汎用資材全般の

需要減をもたらし、大きく減収となりました。その他事業の多機能性無機素材部門でも減収となりました。 

この結果、連結売上高は、２１，４１２百万円（前年同期比０．９％減）となりました。利益面では、製造経費

や販売費および一般管理費の削減に努め、１４０百万円の経常利益（前年同期比７２．３％減）となりました。ま

た、福島の原発事故による損害賠償金等による特別利益を計上した結果、当期純利益は１２１百万円（前年度は当

期純損失５１百万円）となりました。 

なお、セグメントの業績は次のとおりであります。 

ａ．肥料事業 

肥料事業につきましては、新規に土壌改良資材の「みつパワー」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

「基肥一発施肥肥料」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「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。また、昨年度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、生産委託により代替品販売を確保しました。 

その結果、売上高は１６，３６９百万円（前年同期比４．３％増）となりました。 

ｂ．化成品事業 

化成品事業では、２３年度の欧州金融危機に端を発した中国経済の落ち込みにより、日本経済の低迷が２４年

度も継続し、特に汎用資材である硫酸・工業用りん酸・苛性ソーダは前年より大きく減販となりました。 

その結果、売上高は３，３９０百万円（前年同期比１４．６％減）となりました。 

ｃ．その他事業 

多機能性無機素材部門は、２４年度前半の円高基調や中国経済成長の鈍化が需要動向に大きく影響し減収とな

り、運送部門や工事部門も受注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、１，６５１百万円（前年同期比１４．４％減）となりました。 

連結部門別売上高 

  

１．経営成績・財政状態に関する分析

  前連結会計年度 当連結会計年度 増減  

  百万円 百万円 百万円

肥料事業  15,693  16,369  675

化成品事業  3,971  3,390  △580

その他事業  1,930  1,651  △278

合 計  21,595  21,412  △183
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・次期の見通し 

今後につきましては、肥料業界を取り巻く環境は依然として厳しさが続くものと思われますが、当社の主要販売

エリアである東日本地域農業の早期復旧、復興の一翼を担うべく事業に注力していくとともに、収益力の強化や財

務体質の改善、安定経営基盤の強化に努め、皆様の負託にお応えできるように努めてまいる所存であります。 

次期の見通しは、下記のとおりであります。 

  

(2)財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

ａ．資産 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて２．４％増加し、１５，０５６百万円となりました。増減の主なもの

は、現金及び預金の増加８７５百万円、受取手形及び売掛金の増加８５２百万円、原材料及び貯蔵品の減少７５

５百万円、商品及び製品の減少４６１百万円などで、３５９百万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０．６％増加し、１０，８０６百万円となりました。増減の主なもの

は、投資有価証券の増加１５５百万円、建物及び構築物の減少１２７百万円などで、６１百万円増加しておりま

す。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて１．７％増加し、２５，８６３百万円となりました。 

ｂ．負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて０．０％減少し、１３，１７０百万円となりました。増減の主なもの

は、短期借入金の減少１，０２０百万円、支払手形及び買掛金の増加７４５百万円などで、１百万円減少してお

ります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて４．０％増加し、４，７２２百万円となりました。増減の主なもの

は、退職給付引当金の増加１４５百万円などで、１８３百万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１．０％増加し、１７，８９３百万円となりました。 

ｃ．純資産 

純資産は、前連結会計年度末に比べて３．１％増加し、７，９７０百万円となりました。増減の主なものは、

利益剰余金の増加１２１百万円、その他有価証券評価差額金の増加１０３百万円などで、２３８百万円増加して

おります。１株当たり純資産は、前連結会計年度末に比べて４円０１銭増加し、１４０円８８銭となりました。

また、自己資本比率は、前連結会計年度末の３０．１％から０．４％増加し、３０．５％となりました。 

  売上高  営業利益   経常利益  当期純利益  

  百万円 百万円 百万円 百万円

連結業績見通し   22,500  420  320  170

個別業績見通し   21,000  400  300  150
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②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度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８７５百万円増加し、

２，００２百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況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、２，５０２百万円の収入（前連結会計年度は５９百万円の収入）とな

りました。 

収入の主な内訳は、たな卸資産の減少１，２２０百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加８５２百

万円であります。 

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、４４３百万円の支出（前連結会計年度は８５百万円の収入）となりま

した。 

支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出３８４百万円、無形固定資産の取得による支出１０７百万

円であります。 

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、１，１８３百万円の支出（前連結会計年度は３９５百万円の支出）と

なりました。 

収入の主な内訳は、長期および短期借入れによる収入２，７６０百万円であり、支出の主な内訳は、長期およ

び短期借入金の返済による支出３，７２４百万円、利息の支払額１５８百万円であります。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

※ キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。営業キャッシュ・フローは、連結キャ

ッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロー を使用しております。 

有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としており

ます。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

   

  平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 

自己資本比率（％）       27.0       32.5       31.7  30.1  30.5

時価ベースの自己資本比率

（％） 
      32.9       34.0        29.0  24.9  27.1

キャッシュ・フロー対有利子 

負債比率（％） 
     30.7       8.9       11.0  182.6  3.9

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
       1.8        6.0       5.4  0.4  15.8
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(3)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の 重要課題のひとつとして位置付け、継続的かつ安定的な配当を行うこ

とを基本方針としております。 

当社は、年一回の期末配当を基本的な方針としており、配当の決定機関は株主総会であります。 

当期につきましては、今後も予想される厳しい経営環境のなかで、財務体質を改善し、経営基盤の強化と更なる事

業の拡大につなげるため内部留保の充実に努めていくこととし、配当は見送らせていただく予定であります。 

次期配当については、業績の進捗や財務状況等を総合的に勘案して、検討することとしており、現時点では未定と

させていただきます。  

  

(4)事業等のリスク 

当社企業グループの経営成績、株価および財務状況に影響を及ぼす可能性のあるリスクは、当連結会計年度末（平

成25年３月31日）現在において以下のようなものがあります。 

なお、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避および発生した場合の対応に 大限の努力をする

所存であります。 

①肥料の原料価格などの変動について 

主力事業である肥料事業は、主原料の大半を輸入に依存しているため、国際市況や為替変動およびフレートなど

の動向に大きく影響されます。主原料購入価格などの変動が製品価格に転嫁できない場合、業績に強い影響を及ぼ

す可能性があります。 

②特定の取引先などへの高い依存度について 

肥料事業の製品は、主に全国農業協同組合連合会に販売しております。販売依存度（総販売実績に対する同会へ

の販売実績）の推移は、下記のとおりであり、当連結会計年度においても７８．７％と高い水準にあります。 

同会は議決権の１２．７％を保有する主要株主であると同時に主な販売先となっており、販売活動・研究活動を

はじめとして緊密な連携を保っております。そのため今後、同会の事業方針、販売施策などが業績に強い影響を及

ぼす可能性があります。 

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

③法的規制などについて 

肥料事業は、肥料の製造・販売登録、使用可能原料などに関して肥料取締法などの法的規制を受けております。

同法によって安全性が保証されている原料を使用しておりますが、ＢＳＥ問題など新型伝染病の発生など、農業

に関する社会的問題が発生した場合にも、主要原料の規制が強化されることが予想され、業績に強い影響を及ぼす

可能性があります。 

④金利の動向について 

当社企業グループは、借入による資金調達を行っておりますが、金利など金融市場の影響を強く受けるため、こ

れらの環境の変化により、資金調達のコストが増加し、業績および財産状況に影響を及ぼす可能性があります。 

⑤天候による影響について 

肥料事業では、作物の生育にあわせて肥料が使用されるため、使用時期に冷夏、旱魃、長雨、雪害などの異常気

象が発生した場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥自然災害などについて 

生産拠点において、予測不可能な事由により大規模災害が発生した場合は、生産設備の破損、物流機能の麻痺な

どにより、生産拠点の操業停止などが生じ、生産能力が低下する可能性があります。また、設備の修復、再構築な

どに巨額な費用が発生する可能性もあり、業績および財産状況に影響を及ぼす可能性があります。 

  

  平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期 

 連結売上高（Ａ） （百万円）  21,114  21,595  21,412

 同会への販売実績（Ｂ） （百万円）  16,162  16,517  16,847

 販売依存度（Ｂ）／（Ａ） （％）  76.5  76.5  78.7
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当社企業グループ（当社及び当社の関係会社）においては、化学肥料の製造販売、化成品の製造販売に関わる事業

を行っており、各事業内容と当社及び関係会社の当該事業における位置付け並びにセグメントとの関連は、次のとお

りであります。(平成25年３月31日現在) 

(注)１ 各事業の会社数は、複数事業を営んでいる場合には、それぞれに含めて数えております。 

  

＜事業系統図＞ 

 
  

２．企業集団の状況

セグメントの名称 主要製品 主要な会社 

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 

当社 

岩手興産㈱ 

計２社 

化成品事業 りん酸 

りん酸カルシウム 

工業用りん酸 

硫酸 

当社 

コープ商事物流㈱ 

宮古カルサイン㈱ 

宮古ケミカルターミナル㈱ 

防城天睦化工有限公司 計５社 

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 

当社 

コープ商事物流㈱ 

コープエンジニアリング㈱ 

朝日産業㈱ 

芳田化工有限公司 計５社 
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(1)会社の経営の基本方針 

当社企業グループは、「優れた農業資材とサービスの提供を通じ農業や農家経済の発展と国民の食生活向上に貢献

するとともに、化成品事業、新素材事業等新規分野の拡充をはかる」ことにより社業を発展させ、株主、取引先から

信頼され、評価される企業グループとなることを目指しております。 

  

(2)目標とする経営指標 

今後の経済見通しにつきましては、政府、当局の積極的金融緩和政策の展開による景気回復への期待や震災復興需

要による活性化など明るい兆しもありますが、ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）交渉における農業分野の取扱い動向

や電力を中心としたエネルギーコストの上昇など予断を許さない状況が続くものとみられ、引き続き厳しい経営環境

が続くものと思われます。 

当社企業グループはこのような状況のもと、２年目を迎える中期３カ年経営計画「バリュー２６計画」に基づき、

会社の価値を高め、地域との共生を図り、安定配当実現への経営基盤の強化と内部統制の充実、活力ある企業風土の

確立を目指してまいります。 

  

(3)中長期的な会社の経営戦略 

以下のとおり重点取組事項を掲げて、事業活動を展開してまいります。 

①優れた資材等の提供を通じた貢献と社会的責任への取組み強化 

ａ．信頼される製品づくりと事故・災害撲滅への取り組みを強化します。 

ｂ．環境改善への取り組みを強化します。 

ｃ．地域社会との共生に力を注いでまいります。  

②安定配当実現に向けた経営基盤の強化 

ａ．売上高の拡大 

主力の肥料事業は、より品目毎の収益性を意識した戦略的な営業活動を展開すると同時に研究開発部門と連携

し復興支援に資する商品の開発・推進や市場ニーズに沿った商品の充実に努めてまいります。化成品事業、新

素材事業は新規顧客の開拓を進めるとともに、新規商品の投入等による売上拡大を図ってまいります。 

ｂ．収益力の強化 

固定費の圧縮を行なうとともに、年２回の肥料価格改定に対応し、「価格動向の見極め」と「効率的な生産」

「適正な在庫計画」を遂行し収益に結び付けてまいります。 

ｃ．安定配当実現に向けた経営基盤の強化 

計画利益の確保、在庫圧縮や固定費抑制の取組みを徹底し、引き続き財務体質の改善に努め、安定配当の実現

を目指します。 

有利子負債を圧縮し、 終26年度末残高（平成27年３月末:個別）を100 億円以下を目指します。 

③内部統制体制等の整備 

ａ．内部統制とリスク管理活動の強化します。 

ｂ．コンプライアンス意識の徹底を図ってまいります。 

ｃ．事故・災害の撲滅並びに発生時における危機管理体制の整備を図ってまいります。 

④活力ある企業風土の確立 

ａ．人材の育成、能力開発を強化します。 

ｂ．業務改善提案制度の充実を強化します。 

ｃ．従業員の健康管理と職場環境の改善を強化します。 

  

３．経営方針
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(4)会社の対処すべき課題 

肥料事業につきましては、政権交代による農業諸政策の見直しが図られる中、依然として生産コスト抑制運動に伴

う減肥などにより需要減が続くとともに、震災や原発事故の被害による作付面積の回復には時間がかかるものと想定

しておりますが、当社としては、ＪＡグループや関係機関と連携を密にし、地域の営農振興と被災地域をはじめとし

た東日本農業の早期復旧、復興を支援してまいります。 

また、販売を自粛しておりました「石灰窒素水和造粒品」につきましては、現在、販売再開に向けて準備を進めて

おります。 

今後は、昨年上市した「みつパワー」をはじめとした土壌改良資材や「エコ化成」の販売強化ならびに機能性商品

の拡販にも努め売上の維持拡大を図ります。開発面においては引き続き環境負荷軽減や省力化に向けた機能性商品の

開発を積極的に進めます。 

化成品事業につきましては、引き続きお客様への安定供給を第一義に、低廉な原料の確保に努め、品質管理を徹底

します。主力のりん酸カルシウムでは既存市場の維持を図りながら新たな市場への参入や新規用途の開発に注力しま

す。工業用りん酸ではお客様の需要の回復と呼応した柔軟な価格政策により収益の改善を図ります。その他の品目に

ついても、景気動向を見極めディーラーとの情報交換を密にし拡販を図ってまいります。 

その他事業の多機能性無機素材部門では、今後の需要回復に備え、安定した生産出荷体制を保つとともに、引き続

き新規需要獲得を推進し、事業の規模拡大に努めます。また、工事部門・運送部門などにつきましても、既存事業の

充実強化と更なる新規ユーザーの獲得により収益力の向上に努めてまいります。 

   

(5)その他、会社の経営上重要な事項 

該当事項はありません。  
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４．連結財務諸表 
（１）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) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,169 2,044

受取手形及び売掛金 5,519 6,371

有価証券 3 3

商品及び製品 4,261 3,799

半成工事 4 1

原材料及び貯蔵品 3,030 2,274

繰延税金資産 277 238

その他 431 323

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 14,697 15,056

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,051 1,924

機械装置及び運搬具（純額） 1,792 1,736

土地 4,575 4,571

その他（純額） 181 205

有形固定資産合計 8,600 8,437

無形固定資産 121 216

投資その他の資産   

投資有価証券 1,266 1,421

繰延税金資産 649 630

その他 107 99

投資その他の資産合計 2,023 2,152

固定資産合計 10,745 10,806

資産合計 25,442 25,863
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,452 4,198

短期借入金 8,404 7,384

未払金 435 510

未払費用 427 481

未払法人税等 38 70

未払消費税等 15 162

賞与引当金 296 203

その他 99 160

流動負債合計 13,171 13,170

固定負債   

長期借入金 2,434 2,489

退職給付引当金 1,737 1,882

役員退職慰労引当金 138 99

環境対策引当金 31 31

製品回収等関連損失引当金 50 47

その他 147 172

固定負債合計 4,539 4,722

負債合計 17,710 17,893

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 3,560

自己株式 △4 △4

株主資本合計 7,373 7,495

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 286 389

その他の包括利益累計額合計 286 389

少数株主持分 71 84

純資産合計 7,732 7,970

負債純資産合計 25,442 25,863
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 21,595 21,412

売上原価 17,719 17,942

売上総利益 3,875 3,469

販売費及び一般管理費   

運賃 766 749

出荷費 328 326

役員報酬 134 128

給料及び手当 767 784

賞与引当金繰入額 117 66

退職給付費用 130 145

役員退職慰労引当金繰入額 34 35

福利厚生費 181 187

旅費及び交通費 81 75

情報管理費 52 62

賃借料 143 134

減価償却費 6 6

研究開発費 161 183

その他 339 333

販売費及び一般管理費合計 3,246 3,218

営業利益 629 250

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 36 35

補助金収入 10 －

その他 50 22

営業外収益合計 98 58

営業外費用   

支払利息 172 151

持分法による投資損失 21 －

その他 27 18

営業外費用合計 221 169

経常利益 506 140
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 1 5

投資有価証券売却益 12 9

受取損害賠償金 － 76

特別利益合計 14 91

特別損失   

固定資産除却損 10 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 395 17

税金等調整前当期純利益 124 214

法人税、住民税及び事業税 42 79

法人税等調整額 123 0

法人税等合計 166 79

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

△41 135

少数株主利益 10 13

当期純利益又は当期純損失（△） △51 121
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（連結包括利益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

△41 135

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 62 103

繰延ヘッジ損益 4 －

その他の包括利益合計 67 103

包括利益 25 238

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 15 224

少数株主に係る包括利益 10 13
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 2,800 2,800

当期末残高 2,800 2,800

資本剰余金   

当期首残高 1,139 1,139

当期末残高 1,139 1,139

利益剰余金   

当期首残高 3,681 3,439

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △51 121

持分法の適用範囲の変動 △190 －

当期変動額合計 △242 121

当期末残高 3,439 3,560

自己株式   

当期首残高 △4 △4

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △4 △4

株主資本合計   

当期首残高 7,616 7,373

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △51 121

持分法の適用範囲の変動 △190 －

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △242 121

当期末残高 7,373 7,495

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 223 286

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 62 103

当期変動額合計 62 103

当期末残高 286 389

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △4 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4 －

当期変動額合計 4 －

当期末残高 － －

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 219 286

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 67 103

当期変動額合計 67 103

当期末残高 286 389
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主持分   

当期首残高 61 71

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 10 13

当期変動額合計 10 13

当期末残高 71 84

純資産合計   

当期首残高 7,897 7,732

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △51 121

持分法の適用範囲の変動 △190 －

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 77 116

当期変動額合計 △165 238

当期末残高 7,732 7,970
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 124 214

減価償却費 675 635

災害損失 25 －

受取損害賠償金 － △76

製品回収等関連損失 50 －

投資有価証券売却損益（△は益） △12 △9

退職給付引当金の増減額（△は減少） 139 145

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 30 △39

受取利息及び受取配当金 △36 △36

支払利息 172 151

売上債権の増減額（△は増加） △383 △852

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,477 1,220

仕入債務の増減額（△は減少） 614 745

その他 232 371

小計 155 2,470

損害賠償金の受取額 － 76

災害損失の支払額 △41 －

法人税等の支払額 △55 △44

営業活動によるキャッシュ・フロー 59 2,502

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 △42 △42

定期預金の払戻による収入 42 42

有価証券の売却及び償還による収入 3 3

有形固定資産の取得による支出 △320 △384

有形固定資産の除却による支出 △10 △20

有形固定資産の売却による収入 2 11

無形固定資産の取得による支出 △0 △107

投資有価証券の売却による収入 13 10

関係会社の清算による収入 353 －

利息及び配当金の受取額 36 36

その他 8 8

投資活動によるキャッシュ・フロー 85 △443

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 1,531 1,460

短期借入金の返済による支出 △1,701 △2,430

長期借入れによる収入 1,300 1,300

長期借入金の返済による支出 △1,318 △1,294

利息の支払額 △167 △158

その他 △39 △61

財務活動によるキャッシュ・フロー △395 △1,183

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △250 875

現金及び現金同等物の期首残高 1,378 1,127

現金及び現金同等物の期末残高 1,127 2,002

4003コープケミカル㈱　平成25年3月期決算短信[日本基準]（連結）

16



該当事項はありません。  

   

１ 連結の範囲に関する事項 

連結子会社は５社（コープ商事物流㈱、コープエンジニアリング㈱、岩手興産㈱、朝日産業㈱、宮古カルサイン

㈱）であります。 

また、非連結子会社は３社であり、その合計の総資産額、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等の額は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないので、連結の範囲から除外

しております。 

なお、主要な非連結子会社は、宮古ケミカルターミナル㈱、芳田化工有限公司であります。 

  

２ 持分法の適用に関する事項 

持分法を適用している会社はありません。 

持分法を適用していない非連結子会社は３社、関連会社は２社であり、その当期純損益（持分に見合う額）及び

利益剰余金（持分に見合う額）等の合計額が、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないので、持分法

の適用から除外しております。 

なお、主要な持分法非適用会社は、防城天睦化工有限公司であります。 

  

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社の事業年度は、連結財務諸表提出会社と同じであります。 

  

４ 会計処理基準に関する事項 

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

満期保有目的の債券…償却原価法（定額法） 

その他有価証券 

（時価のあるもの）…期末日の市場価格等に基づく時価法 

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定） 

（時価のないもの）…総平均法による原価法 

②デリバティブ 時価法 

③たな卸資産 

移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法） 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産（リース資産を除く） 

定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物及び構築物    １０年～３８年 

機械装置及び運搬具   ６年～１５年  

②無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法によっております。 

なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっ

ております。 

③リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。 

(3)重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

②賞与引当金 

従業員の賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。

連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）
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③退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しておりま

す。 

なお、会計基準変更時差異については、15年による按分額を費用処理しております。 

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（13年）によ

る定率法により、翌連結会計年度から費用処理することとしております。 

④役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。 

⑤環境対策引当金 

保管するＰＣＢ廃棄物等の処理費用の支出に備えるため、当連結会計年度末において合理的に見積もること

ができる処理費用について、翌連結会計年度以降に発生が見込まれる金額を計上しております。  

⑥製品回収等関連損失引当金 

「石灰窒素水和造粒品」の販売自粛と自主回収に伴うたな卸資産等の処理費用の支出に備えるため、当連結

会計年度末において合理的に見積もることができる処理費用について、翌連結会計年度以降に発生が見込まれ

る金額を計上しております。  

(4)重要な収益及び費用の計上基準 

①完成工事高及び完成工事原価の計上基準 

当連結会計年度末までの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

進捗率の見積りは原価比例法）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。 

(5)重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しております。 

また、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は当該処理を採用しております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段：金利スワップ 

ヘッジ対象：借入金の利息 

③ヘッジ方針 

金利リスク低減のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

デリバティブ取引の実行に当たり、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件がほぼ一致しており、ヘッ

ジ開始時及びその後も継続して相場変動等を相殺することができることを確認しております。 

ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価は省略しております。 

(6)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。  

(7)その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

①消費税等の処理方法 

税抜方式を採用しております。 
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１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、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・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は、取り扱う製品・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、事業本部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「肥料事業」

および「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、工業用りん酸、肥料用りん酸などを生産しております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお

ける記載と概ね同一であります。 

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

セグメント間の内部収益及び振替高は、市場実勢価格に基づいております。 

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自平成23年４月１日 至平成24年３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

ト等の設計及び施工、不動産賃貸、運送業務等を含んでおります。 

  

当連結会計年度（自平成24年４月１日 至平成25年３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

ト等の設計及び施工、不動産賃貸、運送業務等を含んでおります。 

  

（セグメント情報等）

ａ．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  15,693  3,971  19,665  1,930  21,595

セグメント間の内部売上高又
は振替高  102  908  1,011  1,200  2,212

計  15,796  4,880  20,677  3,130  23,807

セグメント利益  1,268  377  1,646  60  1,706

セグメント資産  18,590  2,010  20,601  2,191  22,792

その他の項目  

減価償却費  468  44  513  128  641

有形固定資産及び無形固定資
産の増加額  267  12  279  82  362

  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  16,369  3,390  19,760  1,651  21,412

セグメント間の内部売上高又
は振替高  91  841  933  1,210  2,144

計  16,461  4,232  20,694  2,862  23,556

セグメント利益又は損失（△）  1,135  221  1,357  △5  1,352

セグメント資産  18,105  2,082  20,188  2,142  22,330

その他の項目  

減価償却費  406  44  451  148  599

有形固定資産及び無形固定資
産の増加額  266  10  277  168  445
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４．報告セグメント合計額と連結財務諸表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） 

（単位：百万円）

  

 （単位：百万円）

（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。 

（単位：百万円）

（注）全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社固定資産であります。 

  

（単位：百万円）

（注）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社固定資産の設備投資額であります。 

  

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計  20,677  20,694

「その他」の区分の売上高  3,130  2,862

セグメント間取引消去 △2,212 △2,144

連結財務諸表の売上高  21,595  21,412

利益 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計  1,646  1,357

「その他」の区分の利益又は損失（△）  60 △5

セグメント間取引消去 △10 △12

全社費用（注） △1,066 △1,089

連結財務諸表の営業利益  629  250

資産 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計  20,601  20,188

「その他」の区分の資産  2,191  2,142

全社資産（注）  2,650  3,532

連結財務諸表の資産合計  25,442  25,863

その他の項目 

報告セグメント計 その他 調整額 連結財務諸表計上額

前連結 
会計年度 

当連結 
会計年度 

前連結
会計年度 

当連結
会計年度 

前連結
会計年度 

当連結 
会計年度 

前連結 
会計年度 

当連結
会計年度 

減価償却費  513  451  128  148  34  36  675  635

有形固定資産
及び無形固定
資産の増加額 

 279  277  82  168  77  146  440  591

4003コープケミカル㈱　平成25年3月期決算短信[日本基準]（連結）

20



前連結会計年度（自平成23年４月１日 至平成24年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

(2）有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

  

当連結会計年度（自平成24年４月１日 至平成25年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

本邦以外の外部顧客への売上高は、連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

(2）有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

  

前連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

ｂ．関連情報

  （単位：百万円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

全国農業協同組合連合会  16,517 肥料事業、化成品事業、その他

  （単位：百万円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

全国農業協同組合連合会  16,847 肥料事業、化成品事業、その他

ｃ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

ｄ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

ｅ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
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（注）１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

 ２ 算定上の基礎 

(1) １株当たり純資産額 

  

(2) １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額 

  

該当事項はありません。 

   

  

（１株当たり情報）

  
  
  

前連結会計年度
（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

当連結会計年度
（自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 136.87 円 140.88

１株当たり当期純利益金額又は 

１株当たり当期純損失金額（△） 
円 △0.92 円 2.17

項目 
前連結会計年度

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度

（平成25年３月31日） 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円）  7,732  7,970

普通株式に係る純資産額（百万円）  7,660  7,885

差額の主な内訳（百万円） 

少数株主持分 

 

 71  84

普通株式の発行済株式数（千株）  56,000  56,000

普通株式の自己株式数（千株）  28  30

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式

の数（千株） 
 55,971  55,969

項目 
前連結会計年度

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日）

連結損益計算書上の当期純利益金額又は 

当期純損失金額（△）（百万円） 
 △51  121

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益金額又は 

当期純損失金額（△）（百万円） 
 △51  121

普通株式の期中平均株式数（千株）  55,972  55,970

（重要な後発事象）
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(1）役員の異動 

 開示内容が定まった時点で開示いたします。  

  

(2）その他 

 該当事項はありません。 

  

  

５．その他
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