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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】

連結経営指標等

　

回次
第60期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第59期

会計期間

自　平成20年
　　12月１日
至　平成21年
　　２月28日

自　平成19年
　　　12月1日
至　平成20年
　　　11月30日

売上高 (百万円) 10,219 47,526

経常利益又は経常損失（△） (百万円) 35 △41

四半期（当期）純損失（△） (百万円) △339 △656

純資産額 (百万円) 14,394 14,982

総資産額 (百万円) 55,448 45,121

１株当たり純資産額 (円) 521.20 542.38

1株当たり四半期
(当期)純損失金額（△）

(円) △12.27 △23.81

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) － －

自己資本比率 (％) 26.0 33.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △5,685 2,726

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △633 △3,731

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 9,979 431

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 5,333 1,629

従業員数 (人) 　889 　　　　 893

(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株当たり四半期（当期）純利益金額は、１株当たり四半期（当期）純損失であり、また潜在株

式が存在しないため、記載しておりません。　　
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）において営まれてい

る事業の内容に重要な変更はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期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

　 平成21年２月28日現在

従業員数(名) 889（295）

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（　）内に当第１四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載して

おります。

　

(2) 提出会社の状況

　 平成21年２月28日現在

従業員数(名) 724（273）

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（　）内に当第１四半期会計期間の平均人員を外数で記載しており

ます。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第１四半期連結会計期間における生産実績を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。

事業部門の名称 生産高(百万円)

ファインケミカル事業部門 　

　農薬製品 5,426

　農薬以外のファインケミカル製品 2,256

合計 7,681

(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

当第１四半期連結会計期間における商品仕入実績を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。

事業部門の名称 商品仕入高(百万円)

ファインケミカル事業部門 　

　農薬製品 2,550

　農薬以外のファインケミカル製品 8

小計 2,558

その他事業部門 23

合計 2,581

(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) 受注実績

当社グループは、受注生産の規模は小さいため、受注実績は記載しておりません。
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(4) 販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。

事業部門の名称 販売高(百万円)

ファインケミカル事業部門 　

　農薬製品 8,055

　農薬以外のファインケミカル製品 2,130

小計 10,185

その他事業部門 33

合計 10,219

(注) １．主な相手先別の販売実績および当該販売実績に対する割合は以下の通りであります。

相手先

当第１四半期連結会計期間

販売高(百万円) 割合(％)

全国農業協同組合連合会 3,610 35.3

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

（１）経営成績の分析

当社グループの当第1四半期連結会計期間は、農薬の国内販売は、前連結会計年度末に価格改定前に駆け

込み需要が発生した反動から前年同期に比べ減少いたしました。

一方、農薬以外のファインケミカル製品の販売は、世界経済の急激な悪化の影響を受け、特に電子材料関

連原料などが大きく落ち込んだため、前年同期に比べ大幅に減少いたしました。

この結果、全体の売上高は102億１千９百万円となりました。

利益面では、営業利益は売上高の減少並びに新剤開発による委託試験研究費の増加により７千２百万円、

経常利益は３千５百万円となりました。四半期純損失は会計基準の変更にともない当期首時点で保有して

いた棚卸資産に係る評価減５億２千６百万円を特別損失に計上したため３億３千９百万円となりました。

　

（２）財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の資産の残高は554億４千８百万円となり、前連結会計年度末比103億２千

７百万円の増加となりました。これは農薬の需要期となる第１四半期の季節的変動による受取手形及び売

掛金等の増加が主な要因です。

負債の残高は410億５千３百万円となり、前連結会計年度末比109億１千４百万円の増加となりました。こ

れは上記売上債権等の季節的変動に伴う短期借入金の増加および当社の新工場建設に伴う長期借入金の増

加が主な原因です。

純資産の残高は143億９千４百万円となり、前連結会計年度末比５億８千８百万円の減少となりました。

これは主に四半期純損失を計上したことによるものです。

　

（３）キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、56億８千５百万円の支出超過とな

りました。これは、仕入債務の増加はありましたが、主に売上債権の増加、たな卸資産の増加及び未払費用の

減少によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、６億３千３百万円の支出超過とな

りました。これは、主に有形固定資産の取得による支出によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、99億７千９百万円の収入超過とな

りました。これは、主に短期借入金の増加や長期借入金の増加によるものです。

（現金及び現金同等物の期末残高）

現金及び現金同等物の四半期末残高は、主に当第１四半期連結会計期間末日が休日のため翌月月初に繰

り延べられた買掛金等の支払いに備えたことにより、期首残高より37億４百万円増加し、53億３千３百万円

となりました。
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（４）事業上および財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上および財務上の対処すべき課題に重要な変更

および新たに生じた課題はありません。

　

（５）研究開発活動

当第１四半期連結会計期間の研究開発費の総額は、４億５千９百万円であります。なお、当第１四半期連

結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期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

当第１四半期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新設、除却等に

ついて、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。また、当第１四半期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、除却等はありません。
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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】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 92,000,000

計 92,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年２月28日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年４月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 29,985,53129,985,531
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
・単元株式数 1,000株

計 29,985,53129,985,531― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　　　該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

　　　該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

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20年12月１日
～

平成21年２月28日
― 29,985 ― 3,214 ― 2,608

　

(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握してお

りません。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日である平成20年11月30日の株主名簿により記載してお

ります。

① 【発行済株式】

　 　 　 平成20年11月30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　
2,362,000

―
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　
27,210,000

27,210 同上

単元未満株式 普通株式　　413,531 ― 同上

発行済株式総数 29,985,531― ―

総株主の議決権 ― 27,210 ―

(注)「完全議決権株式欄（その他）」欄には、証券保管振替機構名義の株式が3,000株（議決権の数３個）含まれてお

ります。　

　

② 【自己株式等】

　 　 平成20年11月30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

2,362,000 ― 2,362,0007.88

計 ― 2,362,000 ― 2,362,0007.88

(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「①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】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
　12月

平成21年
１月 　２月

最高(円) 302 305 278

最低(円) 255 269 255

(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提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありませ

ん。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期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19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、当第１四半期連結累計期間（平成20年12月１から平成21年２月28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20年８月７日　内閣府令第

50号）附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用して

おります。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間(平成20年12月１

日から平成21年２月28日まで)に係る四半期連結財務諸表について、監査法人日本橋事務所により四半期レ

ビューを受けております。
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１【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２月28日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,333 1,629

受取手形及び売掛金 ※３
 18,529

※３
 14,937

商品及び製品 12,332 9,828

仕掛品 266 362

原材料及び貯蔵品 4,643 4,227

繰延税金資産 361 195

その他 361 230

貸倒引当金 △6 △9

流動資産合計 41,820 31,398

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※１
 2,877

※１
 2,933

機械装置及び運搬具（純額） ※１
 3,009

※１
 3,132

土地 817 824

その他（純額） ※１
 2,651

※１
 2,345

有形固定資産合計 9,354 9,234

無形固定資産

ソフトウエア 220 250

その他 281 278

無形固定資産合計 502 529

投資その他の資産

投資有価証券 2,095 2,432

繰延税金資産 1,318 1,157

その他 373 385

貸倒引当金 △14 △14

投資その他の資産合計 3,772 3,960

固定資産合計 13,628 13,723

資産合計 55,448 45,121
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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２月28日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年11月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※３
 13,315 9,846

短期借入金 13,107 5,399

1年内返済予定の長期借入金 740 500

未払法人税等 21 55

未払費用 1,830 4,199

賞与引当金 268 －

その他 1,675 2,268

流動負債合計 30,956 22,267

固定負債

長期借入金 6,071 3,894

退職給付引当金 3,098 3,053

環境対策引当金 752 752

その他 177 173

固定負債合計 10,097 7,872

負債合計 41,053 30,139

純資産の部

株主資本

資本金 3,214 3,214

資本剰余金 2,608 2,608

利益剰余金 9,153 9,630

自己株式 △988 △986

株主資本合計 13,988 14,466

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 478 662

繰延ヘッジ損益 1 △23

為替換算調整勘定 △73 △124

評価・換算差額等合計 407 516

純資産合計 14,394 14,982

負債純資産合計 55,448 45,121

EDINET提出書類

北興化学工業株式会社(E01001)

四半期報告書

13/22



(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）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年12月１日
　至 平成21年２月28日)

売上高 10,219

売上原価 7,965

売上総利益 2,254

販売費及び一般管理費 ※１
 2,181

営業利益 72

営業外収益

受取利息及び配当金 18

その他 42

営業外収益合計 60

営業外費用

支払利息 55

その他 43

営業外費用合計 98

経常利益 35

特別利益

固定資産売却益 1

貸倒引当金戻入額 3

特別利益合計 4

特別損失

固定資産除却損 31

投資有価証券評価損 29

たな卸資産評価損 526

特別損失合計 587

税金等調整前四半期純損失（△） △548

法人税等 ※２
 △210

四半期純損失（△） △339
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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）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年12月１日
　至 平成21年２月28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（△） △548

減価償却費 360

退職給付引当金の増減額（△は減少） 45

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △8

賞与引当金の増減額（△は減少） 267

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3

受取利息及び受取配当金 △18

支払利息 55

投資有価証券評価損益（△は益） 29

売上債権の増減額（△は増加） △3,612

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,822

仕入債務の増減額（△は減少） 3,637

未払費用の増減額（△は減少） △2,376

その他 △620

小計 △5,614

利息及び配当金の受取額 18

利息の支払額 △49

法人税等の支払額 △55

法人税等の還付額 14

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,685

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 △643

有形固定資産の売却による収入 7

その他 3

投資活動によるキャッシュ・フロー △633

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 7,694

長期借入れによる収入 2,400

配当金の支払額 △114

その他 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー 9,979

現金及び現金同等物に係る換算差額 44

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,704

現金及び現金同等物の期首残高 1,629

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 5,333
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第１四半期連結会計期間(自　平成20年12月1日　至　平成21年2月28日)

　  該当事項はありません。

　

【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】

　
当第１四半期連結累計期間

(自　平成　20年12月1日　至　平成21年2月28日)

１ 会計処理の原則及び手続の変更

（1）棚卸資産の評価に関する会計基準 

　　 　当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年 

　　 ７月５日企業会計基準第９号）を適用し、当社及び国内連結子会社は棚卸資産の評価基準について、低価 

　 　法から原価法（収益性の低下により薄価切下げの方法）に変更しております。 

　　 　この結果、従来の方法によった場合に比べて、税金等調整前四半期純損失が５億２千６百万円増加して 

　 　おります。　　　

 （2）リース取引に係る会計基準　　

　　　 当第１四半期連結会計期間より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成５年６月 

　　 17日　最終改正平成19年３月30日　企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指 

 　　針」（企業会計基準委員会　平成６年１月18日　最終改正平成19年３月30日　企業会計基準適用指針第16 

　　 号）を早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法 

　　 に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。 

　　 また、リース資産の減価償却の方法は、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によっ　

　　 ております。 

　　　 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。 

　　 この変更による損益への影響はありません。

　

【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結累計期間

(自　平成　20年12月1日　至　平成21年2月28日)

１　有価証券の減損処理方法

　　　四半期連結会計期間末における有価証券の減損処理にあたっては、四半期洗替え法を採用しております。

２　法人税等の算定方法 

 　　 法人税等の納付税額の算出にあたっては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定して 

　　おります。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

　 該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第１四半期連結会計期間末

(平成21年2月28日)
前連結会計年度末
(平成20年11月30日)

※１ 有形固定資産減価償却累計額　　21,217百万円 

　２　　　　　　　　　───── 

※３ 四半期連結会計期間末日満期手形

　　　 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理

　　 については、手形交換日をもって決済処理して

　　 おります。なお、当第１四半期連結会計期間末

　　 日が金融機関の休日であったため、次の四半期

　　 連結会計期間末日満期手形が、四半期連結会計

　　 期間末残高に含まれております。 　

　　 　受取手形　　　　　　　　　　　  39百万円

　　 　支払手形　　　　　　　　　　　　 0百万円

※１　有形固定資産減価償却累計額　  21,027百万円 

　２　受取手形割引高　　　　　　　 　1,800百万円 

※３　連結会計年度末日満期手形 

　　　　連結会計年度末日満期手形の会計処理につい

      ては、手形交換日をもって決済処理をしており

　　　ます。なお、当連結会計年度末日が金融機関の

　　　休日であったため、次の連結会計年度末日満期

　　　手形が連結会計年度末残高に含まれておりま

　　　す。

　　　　受取手形　　　　　　　　　　　　39百万円　

　

(四半期連結損益計算書関係)

第１四半期連結累計期間

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年12月1日 
  至　平成21年2月28日)

※１　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。

　　　給与・賞与　 　　　　　　　　　  553百万円 

 　　 研究開発費　　　　　　　　　　　 459

      退職給付費用　　　　　　　　　　　61　

　　　減価償却費　　　　　　　　　　　　46

※２　法人税、住民税及び事業税と法人税等調整額に

　　ついては、当該科目を一括して記載しています。　　　　

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成　20年12月1日 
　至　平成　21年2月28日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 5,333百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金   －百万円

現金及び現金同等物　 5,333百万円
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計(累計)期間(自　平成20年12月1日　至　平成21年2月28日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 29,985,531

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 2,367,986

　

３　新株予約権等に関する事項

　 　 該当事項はありません。

　

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

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 配当の原資

平成21年2月26日
定時株主総会

普通株式 138 5 平成20年11月30日 平成21年2月27日 利益剰余金

　

　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。　

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

　　  　該当事項はありません。

　

(リース取引関係)

　　当第1四半期連結会計期間(自　平成20年12月1日　至　平成21年2月28日)

　　  リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・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て処理を行っておりますが、当四半期連結会計期間に

　　　おけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変動がありません。

　

(有価証券関係)

　　当第1四半期連結会計期間末(平成21年2月28日)

    　有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度末に比べて著しい

　　　変動がありません。
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(デリバティブ取引関係)

　　  当社グループの行っておりますデリバティブ取引は、企業集団の事業の運営において重要な

　　  ものではありません。

　

(ストック・オプション等関係)

　　 該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

     該当事項はありません。

　　　

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年12月１日　至　平成21年２月28日)

当社グループの主たる事業は、農薬及び農薬以外のファインケミカル製品の製造及び販売であり、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額及び営業利益の合計額に占める割

合がいずれも90％を超えているため、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】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年12月１日　至　平成21年２月28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％を超えているため、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】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年12月１日　至　平成21年２月28日)

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年2月28日)

前連結会計年度末
(平成20年11月30日)

１株当たり純資産額 　　　　　　　521円20銭

　

１株当たり純資産額 　　　　　　　542円38銭

　

　

２　１株当たり四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

当第１四半期連結累計期間
（自 平成20年12月１日　　　　　
　 至 平成21年２月28日)

　　１株当たり四半期純損失金額 12円27銭

　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、１株当たり四半期純損失であり、また潜在株式が存

在しないため、記載しておりません。
　

(注)　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎

　

項目
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年12月１日 
  至　平成21年２月28日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失(△）(百万円) 　△339

普通株主に帰属しない金額(百万円) －

普通株式に係る四半期純損失（△）(百万円) △339

普通株式の期中平均株式数(株) 27,620,234

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２【その他】

該当事項はありません。
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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。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年４月14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

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　木下　雅彦　　印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　渡邉　均　　　印

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「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20年12月１日から平成21年11月30日までの連結会計年度の第１四半期連結累計

期間(平成20年12月１日から平成21年２月28日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借

対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行っ

た。この四半期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四半期連結財

務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対

して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に

公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続によ

り行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期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21年２月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認めら

れなかった。

　

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

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー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、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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