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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益は、潜在株式がないため記載しておりません。 

回次 第55期中 第56期中 第57期中 第55期 第56期 

会計期間 

自平成15年 
12月１日 
至平成16年 
５月31日 

自平成16年 
12月１日 
至平成17年 
５月31日 

自平成17年 
12月１日 
至平成18年 
５月31日 

自平成15年 
12月１日 
至平成16年 
11月30日 

自平成16年 
12月１日 
至平成17年 
11月30日 

売上高（百万円） 23,237 24,008 23,722 43,118 42,983 

経常利益（百万円） 935 909 669 968 1,300 

中間（当期）純利益 

（百万円） 
473 530 393 374 839 

純資産額（百万円） 15,992 16,065 17,321 15,638 17,010 

総資産額（百万円） 43,629 44,929 46,830 42,975 42,350 

１株当たり純資産額（円） 576.77 580.12 626.03 562.90 613.14 

１株当たり中間（当期）純利

益（円） 
17.04 19.12 14.21 12.02 28.81 

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益（円） 
－ － － － － 

自己資本比率（％） 36.7 35.8 37.0 36.4 40.2 

営業活動によるキャッシュ・

フロー（百万円） 
△2,540 △4,122 △4,083 279 125 

投資活動によるキャッシュ・

フロー（百万円） 
△443 △968 △631 △1,001 △814 

財務活動によるキャッシュ・

フロー（百万円） 
3,076 2,107 4,609 1,314 △1,631 

現金及び現金同等物の中間期

末（期末）残高（百万円） 
3,139 656 1,198 3,633 1,328 

従業員数 

［外、平均臨時雇用者数］ 

（人） 

821 

[294] 

846 

[277] 

860 

[274] 

828 

[273] 

839 

[272] 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益は、潜在株式がないため記載しておりません。 

回次 第55期中 第56期中 第57期中 第55期 第56期 

会計期間 

自平成15年 
12月１日 
至平成16年 
５月31日 

自平成16年 
12月１日 
至平成17年 
５月31日 

自平成17年 
12月１日 
至平成18年 
５月31日 

自平成15年 
12月１日 
至平成16年 
11月30日 

自平成16年 
12月１日 
至平成17年 
11月30日 

売上高（百万円） 22,579 23,349 23,138 41,839 41,753 

経常利益（百万円） 949 922 594 1,019 1,313 

中間（当期）純利益 

（百万円） 
532 580 345 498 912 

資本金（百万円） 3,214 3,214 3,214 3,214 3,214 

発行済株式総数（千株） 29,985 29,985 29,985 29,985 29,985 

純資産額（百万円） 15,171 15,374 16,586 14,906 16,305 

総資産額（百万円） 41,702 42,927 44,901 41,040 40,403 

１株当たり純資産額（円） 547.13 555.16 599.48 536.66 587.84 

１株当たり中間（当期）純利

益（円） 
19.20 20.94 12.48 16.65 31.64 

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益（円） 
－ － － － － 

１株当たり中間（年間）配当

額（円） 
5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 

自己資本比率（％） 36.4 35.8 36.9 36.3 40.4 

従業員数 

［外、平均臨時雇用者数］ 

（人） 

723 

[259] 

712 

[253] 

726 

[251] 

712 

[252] 

704 

[249] 



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当グループが営む事業の内容について重要な変更はありません。また、主要な関係

会社における異動もありません。 

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．事業の種類別セグメントを記載していないため、事業部門別の従業員数を示しております。 

２．全社（共通）として、記載されている従業員数は、特定の事業部門に区分できない管理・間接部門に所属し

ているものであります。 

３．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は［  ］内に当中間連結会計期間の平均人員数を外数で記載し

ております。 

(2）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は［  ］内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載しておりま

す。 

(3)労働組合の状況 

イ．当社の労働組合は、北興化学労働組合と称し、本部を本社に置き、平成18年５月31日現在組合員数は520名で

あり、日本化学エネルギー産業労働組合連合会に加盟しております。 

ロ．労働条件その他諸問題については、労使協議会において相互の意思疎通を図り円滑な関係を保っております。

  平成18年５月31日現在

事業部門の名称 従業員数（人） 

ファインケミカル事業部門 850 [268] 

その他事業部門 3 [  6] 

全社（共通） 7 [ －] 

合計 860 [274] 

  平成18年５月31日現在

従業員数（人） 726［251］  



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当中間連結会計年度において、わが国経済は、東証上場の３月期決算企業の経常利益の合計額が３年連続で過去最

高益を更新するなど、拡大基調が継続いたしました。 

しかしながら、農薬業界におきましては、引き続き厳しい状況でありました。水稲用農薬においては育苗箱専用を

主とした殺虫殺菌混合剤や除草剤の市場はほぼ前年同期なみの出荷で推移したものの、園芸用農薬においては昨年度

から持ち越した流通在庫の影響で殺菌剤および殺虫剤などが落ち込みました。その結果、国内農薬全体では昨年の同

期にくらべて数量・金額とも減少しました。また、水稲育苗箱専用殺虫・殺菌剤や除草剤については新製品の投入が

集中し、企業間の競争が激化いたしました。 

農薬以外のファインケミカル業界は、薄型テレビや携帯電話向けの液晶に使用される電子材料関連製品などが引き

続き好調でしたが、原材料の高騰のなか、海外からの安価な競合品の参入と電子機器の価格低下傾向により製品単価

の下落が続きました。 

このような状況の下で、当社グループは積極的な販売活動を展開し、農薬以外のファインケミカル製品の売上は伸

長しましたが、農薬製品の売上は厳しい事業環境の影響を受け前年同期に比べて落ち込みが大きく、当中間連結会計

年度の売上は237億２千２百万円（前年同期比1.2％減）となりました。利益については、売上の減少に加えて、利益

率の低下や為替差損などにより経常利益は６億６千９百万円（前年同期比26.4％減）、当中間純利益３億９千３百万

円(前年同期比25.7％減)と減益となりました。 

事業部門の業績を示すと、次の通りであります。 

ファインケミカル事業部門 

ファインケミカル事業の主力である農薬の国内販売において、水稲用農薬では育苗箱専用殺虫・殺菌剤および一発

処理除草剤は競争激化により落ち込みました。園芸用農薬においても昨年の病害虫の少発生により流通在庫の消化が

進まず今期の出荷量が減少しました。その結果、国内農薬全体の売上は前年同期比大幅に減少いたしました。 

受託製造は、低調な農薬市場の影響を受けて前年同期を下回りました。農薬輸出は、前年同期なみにとどまりまし

た。  

さらに、家庭園芸用農薬は、天候不順による需要低迷、競争激化などの影響を受け売上は前年同期を下回りまし

た。  

 農薬以外のファインケミカル製品の販売は、原油・ナフサなどの高騰に起因する原料価格の上昇と海外からの安価

な競合品の参入による販売価格の下落という厳しい事業環境下でありましたが拡販につとめた結果、医農薬中間体お

よび触媒原料などが底堅く推移したのに加えて電子材料関連原料の販売が伸長いたしました。 

この結果、当部門の売上高は236億１千３百万円（前年同期比1.2％減）となりました。 

その他の部門 

石油製品等その他の売上は、軽油などの価格高騰により１億９百万円（前年同期比5.1％増）となりました。 

当社グループの主要製品であります農薬は、その商品性から上半期が需要期となっておりますので、下半期に比し

上半期の売上高の割合が著しく高くなる傾向にあり、上半期と下半期の業績に季節的変動があります。 

ちなみに、当中間連結会計期間の売上高は237億２千２百万円でありましたが、前中間連結会計期間における売上

高は240億８百万円、前連結会計年度における売上高は429億８千３百万円であります。 

（2）キャッシュ・フロー 

当中間連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは40億８千３百万円の支出超過（前年同期比1.0％増）

となりました。これは、農薬需要の季節的変動に起因してこの期間中の売上債権が増加する反面、需要期に備えての

農薬生産によるたな卸資産の増加や前期末において計上した未払費用の減少などによるものです。なお、このキャッ

シュ・フローの赤字は下期には売上債権の入金により解消を見込んでおります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産や新規コンピューターシステムの導入による無形固定資産の設

備投資などにより６億３千１百万円の支出超過（前年同期比34.9％増）となりました。 

財務活動のキャッシュ・フローは運転資金としての短期借入金が48億５千２百万円増加したことを中心に、46億９

百万円の収入超過（前年同期比118.7％増）となりました。なお短期借入金の借入額は前年同期とほぼ同じでありま

した。 

以上の結果、現金および現金同等物の中間期末残高は、１億２千９百万円減少し、11億９千８百万円（前年同期比

82.6％増）となりました。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当中間連結会計期間の生産実績を事業部門ごとに示すと、次の通りであります。 

 （注）１．金額は、製品製造原価で表示しております。 

２．その他事業部門につきましては、生産実績がないため記載を省略しております。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）商品仕入実績 

 当中間連結会計期間の商品仕入実績を事業部門ごとに示すと、次の通りであります。 

 （注）１．金額は、実際仕入額で表示しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3)受注状況 

 当社グループは、受注生産の規模が小さいため、受注実績は記載しておりません。 

事業部門の名称 
当中間連結会計期間 

（自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日） 

前年同期比 

 百万円 ％ 

ファインケミカル事業部門   

農薬製品 9,775 88.4 

農薬以外のファインケミカル製品 4,206 107.5 

合計 13,981 93.4 

事業部門の名称 
当中間連結会計期間 

（自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日） 

前年同期比 

 百万円 ％ 

ファインケミカル事業部門   

農薬製品 5,008 94.2 

農薬以外のファインケミカル製品 20 86.3 

小計 5,029 94.2 

その他事業部門 89 109.9 

合計 5,117 94.4 



(4）販売実績 

 当中間連結会計期間の販売実績を事業部門ごとに示すと、次の通りであります。 

 （注）１．当社グループの主要製品であります農薬は、その商品性から上半期が需要期となっておりますので、下半期

に比し上半期の売上高の割合が著しく高くなる傾向にあり、上半期と下半期の業績に季節的変動がありま

す。 

２．前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績に対する割合は次

のとおりであります。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約は次のとおりです。 

提出会社 

５【研究開発活動】 

 農薬につきましては、自社独自新農薬の開発を積極的に推進するとともに、国内外企業との提携を強化し、新農薬

の導入・開発につとめてまいります。 

当中間連結会計期間は、新製品として水稲用の殺菌剤「イモチエース１キロ粒剤」、「イモチエースリンバー１キ

ロ粒剤」、殺虫殺菌本田散布剤「カスラブスタークルフロアブル」、「ラブサイドスタークルフロアブル」、水稲除

草剤「ホームランキング１キロ粒剤」、「パンチャー１キロ粒剤」などの登録を取得いたしました。 

また、農薬以外のファインケミカル事業につきましては、情報・通信分野の電子材料原料、フォトレジスト樹脂素

材、樹脂硬化触媒、医薬・農薬中間体、有機合成用触媒、ファインセラミックス分野の高機能性無機素材などを主な

収益の柱と位置づけ、当社のコア技術であるグリニャール反応をはじめ各種の反応技術をベースに、これらの事業を

21世紀における当社グループ経営の第二の柱として育成してまいります。 

なお、当中間連結会計期間の研究開発費の総額は、８億１千５百万円であります。 

事業部門の名称 
当中間連結会計期間 

（自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日） 

前年同期比 

 百万円 ％ 

ファインケミカル事業部門   

農薬製品 17,886 93.3 

農薬以外のファインケミカル製品 5,726 120.7 

小計 23,613 98.8 

その他事業部門 109 105.1 

合計 23,722 98.8 

相手先 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日） 

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 

全国農業協同組合連合会 13,083 54.5 12,347 52.0 

契約締結先 契約内容 契約締結年月日 有効期間 

全国農業協同組合連合

会 

平成18年度の農薬の売

買価格等を定めた契約 
平成18年２月８日 

平成17年12月１日から 

平成18年11月30日まで 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

（１）当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の拡充若しくは改修について完了

したものは、次のとおりであります。 

提出会社 

（２）当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありませ

ん。 

事業所 設備内容 
金額 

（百万円） 
完成年月 

 本社  情報システム  情報システムの更新 363 
平成17年12月～

平成18年４月 

 北海道工場  農薬製造設備  環境改善設備、更新 他 18 
平成17年12月～

平成18年３月 

 新潟工場  農薬製造設備  製造設備更新 他 44 
平成17年12月～

平成18年５月 

 岡山工場  農薬製造設備  製造設備更新 他 19 
平成17年12月～

平成18年５月 

 岡山工場  化学合成品製造設備  反応缶及び製造機器の更新 他 352 
平成17年12月～

平成18年５月 

合計 796 － 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 92,000,000 

計 92,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発
行数（株） 
（平成18年５月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年８月29日） 

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名 

内容 

普通株式 29,985,531 29,985,531 
株式会社東京証券取引

所市場第一部 

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式 

計 29,985,531 29,985,531 － － 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（千株） 

発行済株式総
数残高 
（千株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高 
（百万円） 

平成17年12月1日～ 

平成18年5月31日  

  

－ 29,985 － 3,214 － 2,608 



(4）【大株主の状況】 

 （注） 自己株式2,318千株を保有しておりますが、上記の大株主からは除いております。 

(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 「完全議決権株式（その他）」欄には、証券保管振替機構名義の株式が4,000株（議決権の数4個）含まれてお

ります。 

  平成18年５月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

野村殖産株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋２－１－２ 2,103 7.02 

住友化学株式会社 東京都中央区新川２－27－１ 1,952 6.51 

野村ホールディングス株式会

社 
東京都中央区日本橋１－９－１ 1,386 4.62 

株式会社りそな銀行 大阪府大阪市中央区備後町２－２－１ 1,354 4.52 

農林中央金庫 東京都千代田区有楽町１－13－２ 868 2.90 

全国農業協同組合連合会 東京都千代田区大手町１－８－３ 801 2.67 

北興化学工業従業員持株会 東京都中央区日本橋本石町４－４－20 738 2.46 

野村土地建物株式会社 東京都中央区日本橋本町１－７－２ 709 2.36 

日本興亜損害保険株式会社 東京都千代田区霞が関３－７－３ 605 2.02 

日本マスタートラスト信託銀

行株式会社（信託口） 
東京都港区浜松町２－11－３ 435 1.45 

計 － 10,952 36.53 

  平成18年５月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 
普通株式 

2,318,000 
－ 

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式 

完全議決権株式（その他） 
普通株式 

27,201,000 
27,201 同上 

単元未満株式 
普通株式 

466,531 
－ 同上 

発行済株式総数 29,985,531 － － 

総株主の議決権 － 27,201 － 



②【自己株式等】 

 （注） 上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株（議決権の

数1個）あります。 

なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」欄に含まれております。 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

 役職の異動 

 なお、当社では執行役員制度を導入しておりますが、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提

出日までの執行役員の異動は、次のとおりであります。 

  役職の異動 

  平成18年５月31日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

北興化学工業株式

会社 

東京都中央区日本

橋本石町四丁目４

番20号 

2,318,000 － 2,318,000 7.73 

計 － 2,318,000 － 2,318,000 7.73 

月別 平成17年12月 平成18年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 

最高（円） 595 584 572 563 565 556 

最低（円） 502 528 493 502 541 493 

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日 

取締役専務執

行役員 
 企画部長 

取締役常務執

行役員  

  

企画部長  

  

 川瀬 洋一  平成18年６月26日 

取締役専務執

行役員 
－ 

取締役専務執

行役員 

  

企画部長  

  

 川瀬 洋一 

  

 平成18年７月10日 

  

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日 

執行役員 企画部長 執行役員  

  

企画部部長 

  

小林 淳一  平成18年７月10日 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第

24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

  前中間連結会計期間（平成16年12月１日から平成17年５月31日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則に基づ

き、当中間連結会計期間（平成17年12月１日から平成18年５月31日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規則に基

づいて作成しております。 

 ただし、前中間連結会計期間（平成16年12月１日から平成17年５月31日まで）については、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日 内閣府令第５号）附則第

３項のただし書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

(2）当社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

  前中間会計期間（平成16年12月１日から平成17年５月31日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当

中間会計期間（平成17年12月１日から平成18年５月31日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成し

ております。 

 ただし、前中間会計期間（平成16年12月１日から平成17年５月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日 内閣府令第５号）附則第３項の

ただし書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成16年12月１日から平成17年５月31日

まで）及び当中間連結会計期間（平成17年12月１日から平成18年５月31日まで）の中間連結財務諸表並びに前中間会

計期間（平成16年12月１日から平成17年５月31日まで）及び当中間会計期間（平成17年12月１日から平成18年５月31

日まで）の中間財務諸表について、監査法人日本橋事務所により中間監査を受けております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

  
前中間連結会計期間末 
（平成17年５月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年５月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年11月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金   656   1,198   1,328  

２．受取手形及び売掛
金   18,084   17,272   14,335  

３．たな卸資産   13,203   14,963   13,312  

４．その他   513   509   619  

貸倒引当金   △10   △11   △9  

流動資産合計   32,446 72.2  33,930 72.5  29,584 69.9 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物及び構築物  2,614   2,581   2,647   

(2）機械装置及び運
搬具  3,194   3,235   3,248   

(3）その他  1,420 7,228 16.1 1,296 7,112 15.2 1,237 7,133 16.8 

２．無形固定資産   385 0.9  614 1.3  555 1.3 

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  3,484   4,438   4,249   

(2）その他  1,400   749   843   

貸倒引当金  △14 4,871 10.8 △14 5,173 11.0 △14 5,078 12.0 

固定資産合計   12,483 27.8  12,900 27.5  12,766 30.1 

資産合計   44,929 100.0  46,830 100.0  42,350 100.0 

           
 



  
前中間連結会計期間末 
（平成17年５月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年５月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年11月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形及び買掛
金   9,594   9,047   7,940  

２．短期借入金   10,435   10,910   6,092  

３．未払費用   2,587   2,515   4,075  

４．その他   1,926   2,227   2,225  

流動負債合計   24,542 54.6  24,699 52.7  20,331 48.0 

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金   704   1,260   1,389  

２．退職給付引当金   3,350   3,318   3,334  

３．役員退職慰労引当
金   160   121   176  

４．その他   108   111   110  

固定負債合計   4,323 9.6  4,810 10.3  5,009 11.8 

負債合計   28,865 64.2  29,509 63.0  25,340 59.8 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   3,214 7.2  － －  3,214 7.6 

Ⅱ 資本剰余金   2,608 5.8  － －  2,608 6.2 

Ⅲ 利益剰余金   10,745 23.9  － －  10,916 25.8 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金   518 1.2  － －  1,270 3.0 

Ⅴ 為替換算調整勘定   △63 △0.1  － －  △34 △0.1 

Ⅵ 自己株式   △957 △2.1  － －  △964 △2.3 

資本合計   16,065 35.8  － －  17,010 40.2 

負債及び資本合計   44,929 100.0  － －  42,350 100.0 

 



  
前中間連結会計期間末 
（平成17年５月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年５月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年11月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

 １．資本金   － －  3,214 6.8  － － 

 ２．資本剰余金   － －  2,608 5.6  － － 

 ３．利益剰余金   － －  11,130 23.8  － － 

 ４．自己株式   － －  △969 △2.1  － － 

  株主資本合計   － －  15,983 34.1  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等           

 １．その他有価証券評 
 価差額金   － －  1,383 3.0  － － 

 ２．為替換算調整勘定   － －  △46 △0.1  － － 

  評価・換算差額等 
   合計   － －  1,337 2.9  － － 

  純資産合計   － －  17,321 37.0  － － 

  負債純資産合計   － －  46,830 100.0  － － 

           



②【中間連結損益計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高 ※１  24,008 100.0  23,722 100.0  42,983 100.0 

Ⅱ 売上原価   18,704 77.9  18,454 77.8  33,283 77.4 

売上総利益   5,304 22.1  5,268 22.2  9,700 22.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※２  4,354 18.1  4,398 18.5  8,709 20.3 

営業利益   950 4.0  870 3.7  991 2.3 

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  9   12   18   

２．受取配当金  19   24   85   

３．販売促進費受入  135   98   519   

４．その他  60 222 0.9 42 176 0.7 187 809 1.9 

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息  87   80   162   

２．売上割引  24   24   44   

３．為替差損  －   66   －   

４．不良品処分損  114   159   206   

５．その他  38 263 1.1 48 377 1.6 88 500 1.2 

経常利益   909 3.8  669 2.8  1,300 3.0 

Ⅵ 特別利益           

１．固定資産処分益  0   0   206   

２．投資有価証券償還
益  －   －   41   

３．ゴルフ会員権償還
益  11 12 0.0 － 0 0.0 11 258 0.6 

Ⅶ 特別損失           

１．固定資産処分損  22   36   101   

２．その他  － 22 0.1 － 36 0.1 2 103 0.2 

税金等調整前中間
（当期）純利益   899 3.7  632 2.7  1,455 3.4 

法人税、住民税及
び事業税  389   167   637   

法人税等調整額  △20 369 1.5 72 239 1.0 △22 616 1.4 

中間（当期）純利
益   530 2.2  393 1.7  839 2.0 

           



③【中間連結剰余金計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日）

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   2,608  2,608 

Ⅱ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

  2,608  2,608 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   10,395  10,395 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

中間（当期）純利益  530 530 839 839 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

１．配当金  139  277  

２．役員賞与  40 179 40 317 

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

  10,745  10,916 

      



④【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間（自平成17年12月１日 至平成18年５月31日） 

 

株主資本 評価・換算差額等 

純資産合計 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 

株主資本合
計 

その他有価
証券評価差
額金 

為替換算調
整勘定 

評価・換算
差額等合計 

平成17年11月30日残高 

（百万円） 
3,214 2,608 10,916 △964 15,774 1,270 △34 1,236 17,010 

中間連結会計期間中の

変動額 
         

剰余金の配当     △138   △138       △138 

利益処分による役員

賞与 
    △41   △41       △41 

中間純利益     393   393       393 

自己株式の取得       △6 △6       △6 

自己株式の処分   0   1 1       1 

株主資本以外の項目

の中間連結会計期間

中の変動額（純額） 

          112 △11 101 101 

中間連結会計期間中の変

動額合計 

（百万円） 

－ 0 214 △5 209 112 △11 101 310 

平成18年５月31日残高 

（百万円） 
3,214 2,608 11,130 △969 15,983 1,383 △46 1,337 17,321 



⑤【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日）

当中間連結会計期間 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日）

前連結会計年度の要約キ
ャッシュ・フロー計算書 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

税金等調整前中間
（当期）純利益 

 899 632 1,455 

減価償却費  540 572 1,137 

退職給付引当金の減
少額 

 △4 △16 △20 

役員退職慰労引当金
の増減額 

 △9 △54 7 

貸倒引当金の増加額  2 3 1 

受取利息及び受取配
当金 

 △27 △36 △103 

支払利息  87 80 162 

有形固定資産処分損  22 36 101 

売上債権の増減額  △2,524 △2,937 1,223 

たな卸資産の増加額  △2,044 △1,656 △2,141 

仕入債務の増減額  1,234 1,125 △480 

未払費用の減少額  △1,634 △1,395 △145 

役員賞与の支払額  △40 △41 △40 

その他  △445 69 △636 

小計  △3,944 △3,618 520 

利息及び配当金の受
取額 

 27 36 103 

利息の支払額  △76 △81 △154 

法人税等の支払額  △130 △419 △345 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △4,122 △4,083 125 

 



  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日）

当中間連結会計期間 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日）

前連結会計年度の要約キ
ャッシュ・フロー計算書 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

投資有価証券の取得
による支出 

 △1 △1 △2 

有形固定資産の取得
による支出 

 △778 △494 △1,218 

無形固定資産の取得
による支出 

 △198 △120 △364 

その他  8 △16 770 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △968 △631 △814 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

短期借入金の増加額  5,252 4,852 846 

長期借入れによる収
入 

 － － 1,000 

長期借入金の返済に
よる支出 

 － △100 △186 

社債の償還による支
出 

 △3,000 － △3,000 

自己株式の取得によ
る支出 

 △6 － △14 

配当金の支払額  △139 △138 △277 

その他  － △5 － 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 2,107 4,609 △1,631 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

 6 △25 16 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増減額 

 △2,977 △129 △2,305 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 3,633 1,328 3,633 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

 656 1,198 1,328 

     



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

１．連結の範囲に関する事項  すべての子会社（４社）を連結

の対象としております。 

 連結子会社名 

北興産業株式会社 

美瑛白土工業株式会社 

ホクコーパツクス株式会社 

張家港北興化工有限公司 

同左 連結子会社の数 ４社 

連結子会社名は、「第１企業

の状況 ４．関係会社の状況」

に記載のとおりであります。 

２．連結子会社の（中間）決

算日等に関する事項 

 連結子会社のうち張家港北興化

工有限公司の中間決算日は６月30

日であります。 

 当中間連結財務諸表の作成に当

たっては、中間連結決算日現在で

実施した仮決算に基づく中間財務

諸表を使用しております。 

同左  連結子会社のうち張家港北興化

工有限公司の決算日は12月31日で

あります。 

 当連結財務諸表の作成に当たっ

ては、連結決算日現在で実施した

仮決算に基づく財務諸表を使用し

ております 

３．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 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格

等に基づく時価法によっ

ております（評価差額は

全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平

均法により算定しており

ます）。 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

     中間決算日の市場価格  

    等に基づく時価法によっ 

    ております（評価差額は 

    全部純資産直入法により  

    処理し、売却原価は移動  

    平均法により算定してお  

    ります）。 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に

基づく時価法によってお

ります（評価差額は全部

資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均

法により算定しておりま

す）。 

 時価のないもの 

 移動平均法による原価

法によっております。 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

 ② デリバティブ 

 時価法によっております。 

② デリバティブ 

同左 

② デリバティブ 

同左 

 ③ たな卸資産 

    主として総平均法による

低価法によっております。 

③ たな卸資産 

同左 

③ たな卸資産 

        同左 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

 (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 

 当社及び国内連結子会社は

定率法、但し、建物（建物附

属設備を除く）は平成10年４

月１日以降取得分より定額法

を採用しております。また、

在外連結子会社は定額法によ

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 

７～47年 

機械装置及び運搬具 

４～15年 

(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 

同左 

(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 

同左 

 ② 無形固定資産 

 定額法によっております。

但し、自社利用のソフトウェ

アについては、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。 

② 無形固定資産 

同左 

② 無形固定資産 

同左 

 (3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 債権の貸倒損失に備えるた

め、当社及び国内連結子会社

は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。 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

 ② 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備える

ため、当社及び国内連結子会

社は主として当連結会計年度

末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、

当中間連結会計期間末におい

て発生していると認められる

額を計上しております。 

過去勤務債務は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(10年)に

よる定額法により費用処理し

ております。 

数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(10

年)による定額法により翌連結

会計年度から費用処理してお

ります。 

② 退職給付引当金 

    同左 

  

  

② 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備える

ため、当社及び国内連結子会

社は主として当連結会計年度

末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、

当連結会計年度末において発

生していると認められる額を

計上しております。 

 過去勤務債務は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(10年)に

よる定額法により費用処理し

ております。 

 数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(10

年)による定額法により翌連 

結会計年度から費用処理して

おります。 

 (追加情報）  

 当社は、確定給付企業年金法

の施行に伴い、厚生年金基金

の代行部分について、平成16

年12月１日に厚生労働大臣か

ら過去分支給義務免除の認可

を受け厚生年金基金制度から

企業年金基金制度に移行し、

平成17年４月６日に国に返還

額（最低責任準備金）の納付

を行っております。  

 ③ 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、当社及び国内連

結子会社において内規に基づ

く必要額を計上しておりま

す。 

③ 役員退職慰労引当金 

同左 

③ 役員退職慰労引当金 

同左 

 (4）重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

(4）重要なリース取引の処理方法 

同左 

(4）重要なリース取引の処理方法 

同左 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

  (5) 重要なヘッジ会計の方法 

  

 ───── 

(5) 重要なヘッジ会計の方法 

  ① ヘッジ会計の方法 

    金利スワップ取引につい 

 ては、すべて特例処理の要件 

 を満たしているため、特例処 

 理によっております。 

(5) 重要なヘッジ会計の方法 

  ① ヘッジ会計の方法 

同左 

   

  

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段・・金利スワッ  

         プ 取引 

  ヘッジ対象・・長期借入金 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段・・同左 

  ヘッジ対象・・同左 

   

  

 ③ ヘッジ方針 

  変動金利の借入債務を固定 

 金利に変換することによって 

 金利上昇リスクを回避し、調 

 達コストとキャッシュ・フロ 

 ーを固定化するため、金利ス 

 ワップ取引を行っておりま 

 す。 

 ③ ヘッジ方針 

同左 

   

  

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

    金利スワップの特例処理の 

  要件を満たしているため、ヘ 

  ッジの有効性の評価を省略し 

  ております。 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 (6）消費税等の会計処理方法 

 税抜方式によっております。 

(6）消費税等の会計処理方法 

同左 

(6）消費税等の会計処理方法 

同左 

４．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（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

ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資を資金の範囲としておりま

す。 

同左 同左 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

 ───── 固定資産の減損に係る会計基準 

 当中間連結会計期間より、「固定資

産の減損に係る会計基準」（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会 平成14

年８月９日））及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第６号 平成15年10月

31日）を適用しております。これによ

る損益に与える影響はありません。 

  

貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準 

 当中間連結会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日）を適用してお

ります。 

 従来の資本の部の合計に相当する金

額は17,321百万円であります。 

 ───── 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月30日） 

────── 

  

（中間連結損益計算書） 

 営業外費用の「為替差損」は、営業外費用の総額の100

分の10を超えたため、当中間連結会計期間より区分掲記

しております。 

 なお、前中間連結会計期間において「為替差損」はあ

りません。 

  

────── （中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

  財務活動によるキャッシュ・フローの「自己株式の取

得による支出」は、当中間連結会計期間において、金額

的に重要性が乏しくなったため「その他」に含めて表示

しております。 

 なお、当中間連結会計期間の「その他」に含まれてい

る「自己株式の取得による支出」は６百万円でありま

す。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

（中間連結損益計算書関係） 

（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成17年12月１日 至 平成18年５月31日） 
  
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）  普通株式の自己株式の増加10千株は、単元未満株式の買取による増加であり、減少1千株は、単元未満株式の買

増請求による売渡であります。 

前中間連結会計期間末 
（平成17年５月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年５月31日） 

前連結会計年度 
（平成17年11月30日） 

※１ 有形固定資産減価

償却累計額 
19,092百万円

※１ 有形固定資産減価

償却累計額 
      19.113百万円

※１ 有形固定資産減価

償却累計額 
     18,799百万円

 ２ 保証債務 

 ブラジル北興化学農畜産有限会社のBa

ncos Brasileiros S/A他よりの借入に対

して債務保証をしております。 

 ２  

 ───── 

 ２  

 ───── 

4,023千Ｒ＄(  181百万円)           

 なお、ブラジル北興化学農畜産有限会

社は平成17年６月にアリスタライフサイ

エンス・ド・ブラジルに社名を変更して

おります。 

   

 ３      ─────  ３ 輸出手形割引高          22百万円  ３       ───── 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

※１ 売上高の季節的変動 

 当グループの主要製品であります農薬

は、その商品性から上半期が需要期とな

っておりますので、下半期に比し上半期

の売上高の割合が著しく高くなる傾向に

あり、上半期と下半期の業績に季節的変

動があります。 

※１ 売上高の季節的変動 

同左 

※１     ───── 

※２ 販売費及び一般管理費 

 販売費及び一般管理費のうち、主要な

費目及び金額は次のとおりです。 

※２ 販売費及び一般管理費 

 販売費及び一般管理費のうち、主要な

費目及び金額は次のとおりです。 

※２ 販売費及び一般管理費 

 販売費及び一般管理費のうち、主要な

費目及び金額は次のとおりです。 

運賃保管料 711百万円

販売促進費 328 

給料・賞与 1,098 

研究開発費 809 

運賃保管料    724百万円

販売促進費 317 

給料・賞与 1,114 

研究開発費 815 

運賃保管料      1,394百万円

販売促進費 609 

給料・賞与 2,193 

研究開発費 1,734 

  
前連結会計年度末 

株式数（千株） 

当中間連結会計期間

増加株式数（千株）

当中間連結会計期間

減少株式数（千株） 

当中間連結会計期間

末株式数（千株） 

 発行済株式     

   普通株式  29,985 － － 29,985 

合計 29,985 － － 29,985 

 自己株式         

   普通株式 （注） 2,309 10 1 2,318 

合計 2,309 10 1 2,318 



 ２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

（２）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり 

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年２月24日 

定時株主総会 
普通株式 138 5  平成17年11月30日  平成18年２月27日

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 
配当の原資 

１株当たり

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年７月18日 

取締役会 
普通株式 138 利益剰余金 5  平成18年５月31日  平成18年８月10日

前中間連結会計期間 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目との関係 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対

照表に掲記されている科目との関係 

現金及び預金勘定 656百万円

現金及び現金同等物 656百万円

現金及び預金勘定    1,198百万円

現金及び現金同等物   1,198百万円

現金及び預金勘定      1,328百万円

現金及び現金同等物      1,328百万円



（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

1.リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

1.リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

1.リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

 (1）リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び期末残高相当額 

 (1）リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び期末残高相当額 

 (1）リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び期末残高相当額 

 

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

期末残
高相当
額 
(百万円) 

機械装置及
び運搬具 

146 33 112 

(有形固定資
産) 
その他 

224 167 57 

合計 370 201 169 

 

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

期末残
高相当
額 
(百万円)

機械装置及
び運搬具 

146 48 98 

(有形固定資
産) 
その他 

116 95 21 

合計 262 143 119 

 

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

期末残
高相当
額 
(百万円)

機械装置及
び運搬具 

146 41 105 

(有形固定資
産) 
その他 

155 118 36 

合計 300 159 141 

 (2）未経過リース料期末残高相当額  (2）未経過リース料期末残高相当額  (2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 49百万円

１年超 129百万円

合計 179百万円

１年内   31百万円

１年超    98百万円

合計    129百万円

１年内 39百万円

１年超 112百万円

合計 151百万円

 (3）支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

 (3）支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

 (3）支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

支払リース料 38百万円

減価償却費相当額 34百万円

支払利息相当額 5百万円

支払リース料   25百万円

減価償却費相当額   22百万円

支払利息相当額 4百万円

支払リース料 70百万円

減価償却費相当額 62百万円

支払利息相当額  9百万円

 (4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

 (4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 (4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 (5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。 

 (5）利息相当額の算定方法 

同左 

 (5）利息相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

 (1）未経過リース料期末残高相当額  (1）未経過リース料期末残高相当額  (1）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 -百万円

１年超 -百万円

合計 -百万円

１年内   1百万円

１年超    -百万円

合計    1百万円

１年内 6百万円

１年超 -百万円

合計 6百万円



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間（平成17年５月31日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない有価証券の主な内容 

当中間連結会計期間（平成18年５月31日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない有価証券の主な内容 

 取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1)株式 1,814 2,672 858 

(2)外国債券 197 209 11 

合計 2,012 2,881 869 

 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券  

非上場株式 603 

 取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1)株式 1,816 4,136 2,320 

(2)外国債券 197 199 2 

合計 2,014 4,335 2,322 

 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券  

非上場株式 103 



前連結会計年度（平成17年11月30日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない有価証券の主な内容 

（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間（平成17年５月31日現在） 

該当事項はありません。 

当中間連結会計期間（平成18年５月31日現在） 

金利スワップ取引のみであり、全てヘッジ会計を適用しているため該当事項はありません。 

前連結会計年度（平成17年11月30日現在） 

金利スワップ取引のみであり、全てヘッジ会計を適用しているため該当事項はありません。 

 取得原価（百万円） 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

(1)株式 1,815 3,925 2,110 

(2)外国債券 197 221 23 

合計 2.013 4,146 2,133 

 連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券  

非上場株式 103 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成16年12月１日 至平成17年５月31日）、当中間連結会計期間（自平成17年12月１

日 至平成18年５月31日）及び前連結会計年度（自平成16年12月１日 至平成17年11月30日） 

 当社グループの主たる事業は、農薬及び電子材料原料等のファインケミカル製品の製造及び販売であり、前

中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、当該事業の売上高及び営業利益の金額

は、全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める割合がいずれも90％を超えているので、事業の

種類別セグメント情報の記載を省略しております。 



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成16年12月１日 至平成17年５月31日）、当中間連結会計期間（自平成17年12月１

日 至平成18年５月31日）及び前連結会計年度（自平成16年12月１日 至平成17年11月30日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％を超えているので所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自平成16年12月１日 至平成17年５月31日）、当中間連結会計期間（自平成17年12月１

日 至平成18年５月31日）及び前連結会計年度（自平成16年12月１日 至平成17年11月30日）の海外売上高

は、いずれも連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

１株当たり純資産額 580円12銭

１株当たり中間純利益 19円12銭

１株当たり純資産額    626円03銭

１株当たり中間純利益   14円21銭

１株当たり純資産額   613円14銭

１株当たり当期純利益   28円81銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式がないため記載しておりません。 

 同左  なお、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

式がないため記載しておりません。 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日)

当中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日)

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日)

中間（当期）純利益（百万円） 530 393 839 

（うち利益処分による役員賞与金） － － 41 

普通株主に帰属しない金額 

（百万円） 
(  －) (  －) (   41） 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円） 
530 393 798 

期中平均株式数（株） 27,699,186 27,671,251 27,692,035 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 

（平成17年５月31日） 
当中間会計期間末 

（平成18年５月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年11月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金  425   662   651   

２．受取手形  7,513   7,567   5,147   

３．売掛金  10,264   9,465   9,104   

４．たな卸資産  12,614   14,485   12,820   

５．その他  484   473   658   

流動資産合計   31,300 72.9  32,652 72.7  28,381 70.2 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）機械装置  2,313   2,378   2,312   

(2）その他  3,491   3,274   3,279   

有形固定資産合計   5,803   5,652   5,591  

２．無形固定資産   223   444   374  

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  3,430   4,373   4,180   

(2）その他  2,185   1,794   1,890   

貸倒引当金  △14   △14   △14   

投資その他の資産
合計   5,601   6,152   6,056  

固定資産合計   11,627 27.1  12,248 27.3  12,022 29.8 

資産合計   42,927 100.0  44,901 100.0  40,403 100.0 

           
 



  
前中間会計期間末 
（平成17年５月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年５月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年11月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形  425   517   499   

２．買掛金  8,967   8,354   7,316   

３．短期借入金  9,915   10,292   5,411   

４．１年以内長期借入
金  －   200   200   

５．未払法人税等  432   219   460   

６．未払費用  2,517   2,446   3,988   

７．その他  1,826   2,194   1,958   

流動負債合計   24,081 56.1  24,223 54.0  19,832 49.1 

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金  －   700   800   

２．退職給付引当金  3,323   3,286   3,304   

３．役員退職慰労引当
金  149   106   162   

固定負債合計   3,473 8.1  4,091 9.1  4,266 10.5 

負債合計   27,554 64.2  28,315 63.1  24,097 59.6 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   3,214 7.5  － －  3,214 8.0 

Ⅱ 資本剰余金           

資本準備金  2,608   －   2,608   

資本剰余金合計   2,608 6.0  － －  2,608 6.5 

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金  803   －   803   

２．任意積立金  7,417   －   7,417   

３．中間（当期）未処
分利益  1,783   －   1,977   

利益剰余金合計   10,003 23.3  － －  10,197 25.2 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金   506 1.2  － －  1,251 3.1 

Ⅴ 自己株式   △957 △2.2  － －  △964 △2.4 

資本合計   15,374 35.8  － －  16,305 40.4 

負債資本合計   42,927 100.0  － －  40,403 100.0 

 



  
前中間会計期間末 
（平成17年５月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年５月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年11月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ  株主資本                 

 １ 資本金   － －  3,214 7.2  － － 

 ２ 資本剰余金           

   (1) 資本準備金  －   2,608   －   

   (2) その他資本剰余金  －   0   －   

資本剰余金合計   － －  2,608 5.8  － － 

 ３ 利益剰余金           

   (1) 利益準備金  －   803   －   

   (2) その他利益剰余金              

       固定資産圧縮積立 

    金 
 －   36   －   

     固定資産圧縮特別 

    勘定積立金 
 －   98   －   

     別途積立金  －   7,880   －   

     繰越利益剰余金  －   1,550   －   

利益剰余金合計   － －  10,368 23.1  － － 

 ４ 自己株式   － －  △969 △2.2  － － 

    株主資本合計   － －  15,221 33.9  － － 

Ⅱ  評価・換算差額等                 

  その他有価証券評価
差額金   －    1,365    －   

 評価・換算差額等合計   － －  1,365 3.0  － － 

  純資産合計   － －  16,586 36.9  － － 

  負債純資産合計   － －  44,901 100.0  － － 

           



②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高 ※１  23,349 100.0  23,138 100.0  41,753 100.0 

Ⅱ 売上原価   18,405 78.8  18,314 79.2  32,791 78.5 

売上総利益   4,944 21.2  4,824 20.8  8,962 21.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費   4,045 17.3  4,099 17.7  8,105 19.4 

営業利益   899 3.9  725 3.1  857 2.1 

Ⅳ 営業外収益 ※２  246 1.0  187 0.8  854 2.0 

Ⅴ 営業外費用 ※３  223 1.0  318 1.4  399 1.0 

経常利益   922 3.9  594 2.5  1,313 3.1 

Ⅵ 特別利益   12 0.1  0 0.0  258 0.6 

Ⅶ 特別損失   22 0.1  36 0.1  103 0.2 

税引前中間（当
期）純利益   912 3.9  557 2.4  1,467 3.5 

法人税、住民税及
び事業税  352   137   580   

法人税等調整額  △20 332 1.4 75 212 0.9 △25 555 1.3 

中間（当期）純利
益   580 2.5  345 1.5  912 2.2 

前期繰越利益   1,203   －   1,203  

中間配当額   －   －   138  

中間（当期）未処
分利益   1,783   －   1,977  

           



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自平成17年12月１日 至平成18年５月31日） 

 

株主資本 
評 価 ・
換 算 差
額等 

 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株
式 

株主資
本合計 

その他
有価証
券評価
差額金 

 

資本準
備金 

その他
資本剰
余金 

資本剰
余金合
計 

利益準
備金 

その他利益剰余金 

利益剰
余金合
計 

純資産合

計 

固定資
産圧縮
積立金

固定資
産圧縮
特別勘
定積立
金 

別途積
立金 

繰越利
益剰余
金 

 

平成17年11月30日 

残高 

（百万円） 

3,214 2,608 － 2,608 803 1 35 7,380 1,977 10,197 △964 15,055 1,251 16,305 

中間会計期間中の

変動額 
              

固定資産圧縮 

積立金の積立 
          35     △35 －   －   － 

固定資産圧縮 

積立金の取崩 
          △0     0 －   －   － 

固定資産圧縮特

別勘定積立金の

積立 

            98   △98 －   －   － 

固定資産圧縮特

別勘定積立金の

取崩 

            △35   35 －   －   － 

別途積立金の 

積立 
              500 △500 －   －   － 

剰余金の配当                 △138 △138   △138   △138 

利益処分による

役員賞与 
                △36 △36   △36   △36 

中間純利益                 345 345   345   345 

自己株式の取得                     △6 △6   △6 

自己株式の処分     0 0             1 1   1 

株主資本以外の

項目の中間会計

期間中の変動額 

（純額） 

                        115 115 

中間会計期間中の

変動額合計 

（百万円） 

－ － 0 0 － 35 62 500 △426 171 △5 166 115 281 

平成18年５月31日 

残高 

（百万円） 

3,214 2,608 0 2,608 803 36 98 7,880 1,550 10,368 △969 15,221 1,365 16,586 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

子会社株式 

移動平均法による原価法に

よっております。 

(1）有価証券 

子会社株式 

同左 

(1）有価証券 

子会社株式 

同左 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法によって

おります。（評価差額は

全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平

均法により算定しており

ます） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法によって

おります。（評価差額は

全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動

平均法により算定してお

ります） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基

づく時価法によっており

ます。（評価差額は全部

資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均

法により算定しておりま

す） 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法

によっております。 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

 (2）デリバティブ 

 時価法によっております。 

(2）デリバティブ 

同左 

(2）デリバティブ 

同左 

 (3）たな卸資産 

 総平均法に基づく低価法によ

っております。 

(3）たな卸資産 

同左 

(3）たな卸資産 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定率法によっております。 

 但し、建物（建物附属設備を

除く）は、平成10年４月１日以

降取得分より定額法を採用して

おります。 

 なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

(1）有形固定資産 

同左 

(1）有形固定資産 

同左 

 建物及び構築物 ７～47年

機械装置及び運搬具 ４～15年

  

 (2）無形固定資産 

 定額法によっております。 

 但し、自社利用のソフトウェ

アについては、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。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

３．重要な引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒損失に備えるた

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。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

 (2）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づ

き、当中間会計期間末において

発生していると認められる額を

計上しております。 

 過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(10年)による定

額法により費用処理しておりま

す。 

 数理計算上の差異は、その発

生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(10年)によ

る定額法により翌期から費用処

理しております 

(2）退職給付引当金 

同左 

  

  

(2) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づ

き、計上しております。 

 過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(10年)による定

額法により費用処理しておりま

す。 

 数理計算上の差異は、その発

生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（10年）に

よる定額法により翌期から費用

処理しております。  

（追加情報） 

 当社は、確定給付企業年金法

の施行に伴い、厚生年金基金の

代行部分について平成16年12月

１日に厚生労働大臣から過去分

支給義務免除の認可を受け厚生

年金基金制度から企業年金基金

制度に移行し、平成17年４月６

日に国に返還額（最低責任準備

金）の納付を行っております。  

 (3）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、内規に基づく必要額

を計上しております。 

(3）役員退職慰労引当金 

同左 

(3）役員退職慰労引当金 

同左 

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

５．ヘッジ会計の方法     

───── 

(1）ヘッジ会計の方法 

  金利スワップ取引について  

は、すべて特例処理の要件を満  

たしているため、特例処理によ 

っております。 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

   

  

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段・・金利スワッ 

                プ取引 

  ヘッジ対象・・長期借入金 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段・・同左 

  ヘッジ対象・・同左 

  

   

  

(3）ヘッジ方針 

  変動金利の借入債務を固定金

利に変換することによって金利

上昇リスクを回避し、調達コス

トとキャッシュ・フローを固定

化するため、金利スワップ取引

を行っております。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

   

  

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

  金利スワップの特例処理の要

件を満たしているため、ヘッジ

の有効性の評価を省略しており

ます。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理方法 

 税抜方式によっております。な

お、仮受消費税等と仮払消費税等

の中間期末残高の相殺後の金額

は、流動資産の「その他」に含め

ております。 

消費税等の会計処理方法 

 税抜方式によっております。な

お、仮受消費税等と仮払消費税等

の中間期末残高の相殺後の金額

は、流動負債の「その他」に含め

ております。 

消費税等の会計処理方法 

 税抜方式によっております。 

前中間会計期間 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

 ───── 固定資産の減損に係る会計基準 

 当中間会計期間より、「固定資産の

減損に係る会計基準」（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会 平成14年８

月９日））及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号 平成15年10月31

日）を適用しております。これによる

損益に与える影響はありません。 

  

貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準 

 当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号 平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９日）を適用しておりま

す。 

 従来の資本の部の合計に相当する金

額は16,586百万円であります。 

 ───── 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

項目 
前中間会計期間末 
（平成17年５月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年５月31日） 

前事業年度末 
（平成17年11月30日） 

※１ 有形固定資産の減価償

却累計額 

 （百万円）

 18,620 

 （百万円）

 18,487 

 （百万円）

 18,239 

 ２ 保証債務 ブラジル北興化学農畜産有限会社

のBancos Brasileiros S/A他より

の借入に対して債務保証をしてお

ります。 

張家港北興化工有限公司の東京三

菱銀行他よりの借入に対して債務

保証をしております。 

張家港北興化工有限公司の東京三

菱銀行他よりの借入に対して債務

保証をしております。 

  （百万円）

4,023千Ｒ＄ (181) 

 （百万円）

    12,284千ＵＳ＄ (1,379) 

 （百万円）

    12,416千ＵＳ＄ (1,486) 

 なお、ブラジル北興化学農畜産有

限会社は平成17年６月にアリスタ

ライフサイエンス・ド・ブラジル

に社名を変更しております。 

   

 張家港北興化工有限公司の東京三

菱銀行他よりの借入に対して債務

保証をしております。 

    

  （百万円）

9,601千ＵＳ＄ (1,038) 

30,403千ＲＭＢ (396) 

  

      

        

  

      

        

 ３ 輸出手形割引高  （百万円）

 － 

 （百万円）

 22 

 （百万円）

 － 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

※１ 売上高の季節的変動  当社の主要製品であります農薬

は、その商品性から上半期が需要

期となっておりますので、下半期

に比し上半期の売上高の割合が著

しく高くなる傾向にあり、上半期

と下半期の業績に季節的変動があ

ります。 

同左 ───── 

※２ 営業外収益の主要項目 （百万円） （百万円） （百万円） 

受取利息及び配当金 25 32 91 

有価証券利息 8 9 17 

※３ 営業外費用の主要項目 （百万円） （百万円） （百万円） 

支払利息 30 39 63 

社債利息 23 - 23 

為替差損 - 52 - 

売上割引 24 23 42 

 ４ 減価償却実施額 （百万円） （百万円） （百万円） 

有形固定資産 457 442 965 

無形固定資産 13 50 27 



（中間株主資本等変動計算書関係） 

 当中間会計期間（自 平成17年12月１日 至 平成18年５月31日） 

  

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加10千株は、単元未満株式の買取による増加であり、減少1千株は、単元未満株

式の買増請求による売渡であります。 

  

  
前事業年度末株式数

（千株） 

当中間会計期間増加

株式数（千株） 

当中間会計期間減少 

株式数（千株） 

当中間会計期間末株

式数（千株） 

 普通株式 （注） 2,309 10 1 2,318 

     合計 2,309 10 1 2,318 



（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度における子会社株式で時価のあるものはありません。 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

1.リース物件の所有権 

  が借主に移転する  

 と 認められるもの 

 以外のファイナン 

 ス・リース取引 

   

(1）リース物件の取

得価額相当額、

減価償却累計額

相当額及び中間

期末（期末）残

高相当額 

 

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

機械装
置 

146 33 112 

有形固
定資産
その他 

216 162 53 

合計 361 196 166 

 

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

機械装
置 

146 48 98 

有形固
定資産
その他 

108 88 20 

合計 253 136 118 

 

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

期末残
高相当
額 
(百万円)

機械装
置 

146 41 105 

有形固
定資産
その他 

146 112 34 

合計 292 153 139 

(2）未経過リース料

中間期末（期

末）残高相当額 

 （百万円）

一年内 47 

一年超 128 

合計 175 

 （百万円）

一年内 30 

一年超 98 

合計 128 

 （百万円）

一年内 37 

一年超 111 

合計 148 

(3）支払リース料、

減価償却費相当

額及び支払利息

相当額 

 （百万円）

支払リース料 37 

減価償却費相当額 33 

支払利息相当額 5 

 （百万円）

支払リース料 24 

減価償却費相当額 21 

支払利息相当額 4 

 （百万円）

支払リース料 68 

減価償却費相当額 60 

支払利息相当額 9 

(4）減価償却費相当

額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法によっておりま

す。 

同左 同左 

(5）利息相当額の算

定方法 

リース料総額とリース物件の取得価

額相当額との差額を利息相当額と

し、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

同左 同左 

2.オペレーティング・ 

 リース取引 

   

(1）未経過リース料

中間期末（期

末）残高相当額 

 （百万円）

一年内 － 

一年超 － 

合計 － 

 （百万円）

一年内 1 

一年超 － 

合計 1 

 （百万円）

一年内 6 

一年超 － 

合計 6 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前中間会計期間 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

１株当たり純資産額 555円16銭

１株当たり中間純利益 20円94銭

１株当たり純資産額 599円48銭

１株当たり中間純利益   12円48銭

１株当たり純資産額    587円84銭

１株当たり当期純利益  31円64銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式がないため記載しておりません。 

同左  なお、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

式がないため記載しておりません。 

 
前中間会計期間 

(自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日)

当中間会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日)

前事業年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日)

中間（当期）純利益（百万円） 580 345 912 

普通株主に帰属しない金額 

（百万円） 
－ － 36 

（うち利益処分による役員賞与金） (  －) (  －) (   36） 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円） 
580 345 876 

期中平均株式数（株） 27,699,186 27,671,251 27,692,035 



(2）【その他】 

平成18年７月18日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

(イ)中間配当による配当金の総額……………………138百万円 

(ロ)１株当たりの金額…………………………………５円 

(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成18年８月10日 

 （注） 平成18年５月31日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主に対し、支払いを行いま

す。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

（1）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第56期）（自 平成16年12月１日 至 平成17年11月30日）平成18年２月27日関東財務局長に提出 

  



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成17年８月19日  

北興化学工業株式会社    

 取締役会 御中  

 監査法人 日本橋事務所  

 代表社員  公認会計士 黒田 克司  印 

 業務執行社員  公認会計士 小倉 明   印 

 業務執行社員  公認会計士 千葉 茂寛  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている 

北興化学工業株式会社の平成16年12月１日から平成17年11月30日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成16年12月

１日から平成17年５月31日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間

連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、北興化学工業株式会社及び連結子会社の平成17年５月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

連結会計期間（平成16年12月１日から平成17年５月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な

情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

  上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途

保管しております。 

 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成18年８月21日  

北興化学工業株式会社    

 取締役会 御中  

 監査法人 日本橋事務所  

 代表社員  公認会計士 黒田 克司  印 

 業務執行社員  公認会計士 千葉 茂寛  印 

 業務執行社員  公認会計士 小倉 明   印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている 

北興化学工業株式会社の平成17年12月１日から平成18年11月30日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17年12月

１日から平成18年５月31日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間

連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、北興化学工業株式会社及び連結子会社の平成18年５月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

連結会計期間（平成17年12月１日から平成18年５月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な

情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

  上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途

保管しております。 

 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成17年８月19日  

北興化学工業株式会社    

 取締役会 御中  

 監査法人 日本橋事務所  

 代表社員  公認会計士 黒田 克司  印 

 業務執行社員  公認会計士 小倉 明   印 

 業務執行社員  公認会計士 千葉 茂寛  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている 

北興化学工業株式会社の平成16年12月１日から平成17年11月30日までの第56期事業年度の中間会計期間（平成16年12月１

日から平成17年５月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を

行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を

表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、北興化学工業株式会社の平成17年５月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成16年12月１

日から平成17年５月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

  上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途

保管しております。 

 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成18年８月21日  

北興化学工業株式会社    

 取締役会 御中  

 監査法人 日本橋事務所  

 代表社員  公認会計士 黒田 克司  印 

 業務執行社員  公認会計士 千葉 茂寛  印 

 業務執行社員  公認会計士 小倉 明   印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている 

北興化学工業株式会社の平成17年12月１日から平成18年11月30日までの第57期事業年度の中間会計期間（平成17年12月１

日から平成18年５月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変

動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、北興化学工業株式会社の平成18年５月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成17年12月１

日から平成18年５月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

  上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途

保管しております。 
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