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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２四半期連結
累計期間

第60期
第２四半期連結
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
　　　５月31日

自　平成21年
　　　３月１日
至　平成21年
　　　５月31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) 20,755 10,537 47,526

経常損失（△） (百万円) △39 △74 △41

四半期(当期)純損失（△） (百万円) △371 △32 △656

純資産額 (百万円) ― 14,685 14,982

総資産額 (百万円) ― 48,208 45,121

１株当たり純資産額 (円) ― 531.77 542.38

１株当たり四半期
(当期)純損失金額（△）

(円) △13.44 △1.17 △23.81

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) ― 30.5 33.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △5,574 ― 2,726

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,816 ― △3,731

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 6,928 ― 431

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― 1,197 1,629

従業員数 (名) ― 902 893

(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、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２四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２四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５月31日現在

従業員数(名) 902（290）

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、（　）内に当第２四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５月31日現在

従業員数(名) 739（267）

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、（　）内に当第２四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２四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 　
3,545

農薬以外のファインケミカル製品
　

1,816

合計
　

5,360

(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２四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 　
                        

     1,807

農薬以外のファインケミカル製品 　

                        
         8

小計
　

                        
     1,816

その他事業部門
　

                        
        15

合計
　

                        
     1,830

(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２四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 　
                        

     7,790

農薬以外のファインケミカル製品 　

                        
     2,722

小計
　

                        
    10,513

その他事業部門
　

                        
        24

合計
　

                        
    10,537

(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２四半期連結会計期間

販売高(百万円) 割合(％)

全国農業協同組合連合会 6,058 57.5

２.　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

　

２ 【経営上の重要な契約等】

提出会社

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21年度の農薬の売
買価格等を定めた契約 平成21年３月30日 平成20年12月１日から平成21

年11月30日出荷分とする。
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３ 【財政状態及び経営成績の分析】

（１）経営成績の分析

当第２四半期連結会計期間において、国内農業を取り巻く環境は、昨年の世界的な穀物需給の逼迫に伴

う価格高騰や食品の安全性確保から、食糧自給率の向上や減反政策の見直しなどの議論が高まっている

ものの、農家の高齢化や耕作放棄地の増大等、依然として厳しい状況にあります。 

　農薬以外のファインケミカル業界におきましては、世界経済の悪化や円高による輸出の急減により業界

全体が在庫調整に動いた結果、販売は非常に厳しい状況となりました。 

　このような状況の中で、当社グループにおきましては、農薬事業、ファインケミカル事業ともに積極的な

販売に努めましたが、全体の売上高は前年同期に比べ減少し105億３千７百万円となりました。 

　利益面では、売上高の減少により、営業利益は７千１百万円、経常損失は７千４百万円、四半期純損失は

３千２百万円となりました。 

　

事業部門別の業績を示すと、以下のとおりであります。

　

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は、プルートMC、パンチャー１キロ粒剤・　フロア

ブルなどの拡販に努めましたが、価格改定前の駆け込み需要の反動による売上の落ち込みを依然として

回復することができず、売上高は前年同期に比べ減少しました。 

　農薬以外のファインケミカル製品の販売は、医農薬中間体は前年同期に比べ伸長しましたが、電子材料

原料、樹脂添加剤などが販売不振に伴う在庫調整の影響を受け大きく減少しました。 

　この結果、当事業部門の売上高は105億１千３百万円となりました。 

その他事業部門 

　石油製品等その他の売上高は、石油製品価格の値下りにより２千４百万円となりました。

　

（２）財政状態の分析 

当第２四半期連結会計期間末の資産の残高は482億８百万円となり、前連結会計年度末比30億８千７百

万円の増加となりました。これは農薬の需要期となる上半期の季節的変動による受取手形及び売掛金並

びにたな卸資産等の増加が主な要因です。 

　負債の残高は335億２千３百万円となり、前連結会計年度末比33億８千４百万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

増加が主な要因です。 

　純資産の残高は146億８千５百万円となり、前連結会計年度末比２億９千７百万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。 
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（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２四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、売上債権、棚卸資産などの収入が

仕入債務などの支出を上回り、１億１千１百万円の収入超過となりました。 

　（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

　当第２四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、11億８千３百万円の支出超過とな

りました。これは、主に有形固定資産の取得および定期預金の預入によるものです。 

　（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

　当第２四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、30億５千１百万円の支出超過とな

りました。これは、主に短期借入金の減少によるものです。 

　（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が当第２四半期連結会計期間に決済されたことにより、期首残高より41億３千６百

万円減少し、11億９千７百万円となりました。 

　

（４）事業上および財務上の対処すべき課題

当第２四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２四半期連結会計期間の研究開発費の総額は、５億３千２百万円であります。なお、当第２四半期

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２四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２四半期連結会計期間において、第１四半期連結会計期間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２四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２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年５月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年７月15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21年３月１日
～

平成21年５月31日
― 29,985 ― 3,214 ― 2,608
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(5) 【大株主の状況】

　 　 平成21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二丁目１番２号 2,103 7.02

住友化学株式会社 東京都中央区新川二丁目27番１号 1,968 6.56

野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番1号 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二丁目２番１号 1,354 4.52

北興化学工業従業員持株会 東京都中央区日本橋本石町四丁目４番20号 970 3.24

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口４Ｇ）

東京都中央区晴海一丁目８番11号 921 3.07

農林中央金庫 東京都千代田区有楽町一丁目13番２号 868 2.90

全国農業協同組合連合会 東京都千代田区大手町一丁目３番１号 801 2.67

野村土地建物株式会社 東京都中央区日本橋本町一丁目７番２号 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三丁目７番３号 605 2.02

計 ― 11,686 38.98

(注) １　自己株式2,369千株を保有しておりますが、上記の大株主から除いております。　

２　上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

　　　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４Ｇ）　　　　921千株

３　当第２四半期会計期間において、株式会社りそな銀行から平成21年４月21日付で関東財務局長に提出された大

量保有報告書により平成21年４月15日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社と

して当第２四半期会計期間末における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができておりません。

なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

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(％)

株式会社りそな銀行 大阪府大阪市中央区備後町二丁目２番１号 1,545 5.15
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成21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
　　　　2,369,000

―
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
　　　 27,212,000

27,212 同上

単元未満株式
普通株式
　　　 　 404,531

― 同上

発行済株式総数 29,985,531― ―

総株主の議決権 ― 27,212 ―

(注)１　「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）が含まれ

ております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式744株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成21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

2,369,000 ― 2,369,0007.90

計 ― 2,369,000 ― 2,369,0007.90

　

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 　３月 　４月 　５月

最高(円) 302 305 278 336 326 312

最低(円) 255 269 255 257 279 292

(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。　
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３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりでありま

す。

(1) 退任役員

役名 職名 氏名 退任年月日

常勤監査役 ― 青木　昌和 平成21年６月18日

　

(2) 役職の異動

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
ファインケミカル事業
グループ担当

取締役
専務執行役員
ファインケミカルグ
ループ担当

市橋  　仁 平成21年５月１日

取締役
専務執行役員
農薬事業グループ担当

取締役
常務執行役員
農薬営業グループ担当

安部　素生 平成21年５月１日

取締役
常務執行役員
農薬事業グループ副担
当

取締役

常務執行役員
農薬研究開発グループ
担当
開発部長

森山  　知 平成21年５月１日

取締役

執行役員
農薬事業グループ副担
当
資材部長

取締役

執行役員
農薬製造・資材グルー
プ担当
資材部長

中川　雅博 平成21年５月１日

　

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提出日後、当四半期報

告書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

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

―
執行役員
岡山工場兼農薬製造部
長

―
執行役員
岡山工場長

尾野　耕造 平成21年７月１日

―
執行役員
ファインケミカル開発
営業部長

―
執行役員
ファインケミカル営業
部長

小川　裕二 平成21年７月１日

―
執行役員
ファインケミカル企画
業務部長

―
執行役員
ファインケミカル開発
部長

鎌木　信良 平成21年７月１日

―
執行役員
営業第一部長

―
執行役員
営業企画部長兼営業推
進部長

山口　　茂 平成21年５月１日

　

EDINET提出書類

北興化学工業株式会社(E01001)

四半期報告書

12/26



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２四半期連結会計期間（平成21年３月１日から平成21年５月31日）および当第２四半期連結

累計期間（平成20年12月１日から平成21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２四半期連結会計期間（平成21年３月

１日から平成21年５月31日まで）および当第２四半期連結累計期間（平成20年12月１日から平成21年５月

31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２四半期連結会計期間末
(平成21年５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20年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,997 1,629

受取手形及び売掛金 ※３
 15,833

※３
 14,937

商品及び製品 11,320 9,828

仕掛品 177 362

原材料及び貯蔵品 3,958 4,227

繰延税金資産 328 195

その他 561 230

貸倒引当金 △7 △9

流動資産合計 34,167 31,398

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※１
 2,878

※１
 2,933

機械装置及び運搬具（純額） ※１
 2,891

※１
 3,132

土地 799 824

その他（純額） ※１
 2,800

※１
 2,345

有形固定資産合計 9,369 9,234

無形固定資産

ソフトウエア 191 250

その他 276 278

無形固定資産合計 467 529

投資その他の資産

投資有価証券 2,730 2,432

繰延税金資産 1,117 1,157

その他 371 385

貸倒引当金 △13 △14

投資その他の資産合計 4,205 3,960

固定資産合計 14,042 13,723

資産合計 48,208 45,121
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年５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20年11月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※３
 8,769 9,846

短期借入金 8,564 5,399

1年内返済予定の長期借入金 1,303 500

未払法人税等 90 55

未払費用 2,317 4,199

その他 1,441 2,268

流動負債合計 22,484 22,267

固定負債

長期借入金 6,989 3,894

退職給付引当金 3,138 3,053

環境対策引当金 752 752

その他 160 173

固定負債合計 11,039 7,872

負債合計 33,523 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 9,121 9,630

自己株式 △988 △986

株主資本合計 13,955 14,466

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 847 662

繰延ヘッジ損益 △1 △23

為替換算調整勘定 △115 △124

評価・換算差額等合計 730 516

純資産合計 14,685 14,982

負債純資産合計 48,208 45,121
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年12月１日
　至 平成21年５月31日)

売上高 20,755

売上原価 16,072

売上総利益 4,683

販売費及び一般管理費 ※１
 4,540

営業利益 143

営業外収益

受取利息及び配当金 33

受取手数料 95

受取ロイヤリティー 49

その他 65

営業外収益合計 242

営業外費用

支払利息 131

たな卸資産廃棄損 213

その他 80

営業外費用合計 424

経常損失（△） △39

特別利益

固定資産売却益 37

貸倒引当金戻入額 3

特別利益合計 40

特別損失

固定資産除却損 41

たな卸資産評価損 526

特別損失合計 568

税金等調整前四半期純損失（△） △567

法人税等 ※２
 △196

四半期純損失（△） △371
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間
(自 平成21年３月１日
　至 平成21年５月31日)

売上高 10,537

売上原価 8,107

売上総利益 2,430

販売費及び一般管理費 ※１
 2,359

営業利益 71

営業外収益

受取利息及び配当金 15

受取手数料 81

受取ロイヤリティー 49

その他 38

営業外収益合計 182

営業外費用

支払利息 77

たな卸資産廃棄損 213

その他 37

営業外費用合計 326

経常損失（△） △74

特別利益

固定資産売却益 36

投資有価証券評価損戻入益 29

貸倒引当金戻入額 0

特別利益合計 66

特別損失

固定資産除却損 10

特別損失合計 10

税金等調整前四半期純損失（△） △18

法人税等 ※２
 14

四半期純損失（△） △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）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年12月１日
　至 平成21年５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（△） △567

減価償却費 740

退職給付引当金の増減額（△は減少） 86

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3

受取利息及び受取配当金 △33

支払利息 131

売上債権の増減額（△は増加） △917

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,037

仕入債務の増減額（△は減少） △910

未払費用の増減額（△は減少） △1,883

その他 △1,106

小計 △5,502

利息及び配当金の受取額 33

利息の支払額 △130

法人税等の支払額 △59

法人税等の還付額 83

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,574

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 △800

有形固定資産の取得による支出 △1,091

有形固定資産の売却による収入 75

その他 △1

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,816

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） 3,167

長期借入れによる収入 4,000

長期借入金の返済による支出 △100

配当金の支払額 △138

その他 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,928

現金及び現金同等物に係る換算差額 31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △432

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 ※
 1,197
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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２四半期連結会計期間(自　平成21年３月１日　至　平成21年５月31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２四半期連結累計期間
(自　平成20年12月１日　至　平成21年５月31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 

　　 　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（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 

　　 　この結果、当第２四半期連結累計期間において、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　　

　　　 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２四半期連結累計期間
(自　平成20年12月１日　至　平成21年５月31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。

　

【追加情報】

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年12月１日　至　平成21年５月31日)

　　有形固定資産の耐用年数の変更　　　

　　　当社及び国内連結子会社の機械装置の一部について耐用年数を変更しております。この変更は、平成20

　　年度の税制改正を契機に減価償却システムの耐用年数を見直し、整備したことによるものであります。

　　　当該変更に伴う当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常損失および税金等調整前四半期純損失に与

　　える影響は軽微であります。

　　　なお、減価償却システムの変更に時間を要したため、第１四半期連結会計期間は従来の耐用年数によっ

　　ておりますが、これによる第１四半期連結会計期間の利益に与える影響額は軽微であります。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年５月31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 　 21,444百万円 

　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２四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　　　　　　　　　　　  20百万円

　　 　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２四半期連結累計期間

当第２四半期連結累計期間 
(自　平成20年12月１日 
  至　平成21年５月31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　 　　　　　　　 　 1,115百万円 

 　　 研究開発費　　　　　　　　   　　991

      退職給付費用　　　　　　　　   　122

　　  減価償却費　　　　　　　　        93

※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。　　　　

　

第２四半期連結会計期間

当第２四半期連結会計期間 
(自　平成21年３月１日 
  至　平成21年５月31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　 　　　　　　　 　　563百万円 

 　　 研究開発費　　　　　　　　   　 532

      退職給付費用　　　　　　　　     61

　　  減価償却費　　　　　　　　       47

※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。　　　　
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成　20年12月１日 
　至　平成　21年５月31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 1,997百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △800百万円

現金及び現金同等物　 1,197百万円
 

　

(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成21年５月31日)および当第２四半期連結累計期間(自　平成20年12月１日

　至　平成21年５月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
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２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 2,369,744

　

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 5.00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

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７月15日
取締役会

普通株式 138 5.00平成21年５月31日 平成21年８月10日 利益剰余金

　

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２四半期連結会計期間(自　平成21年３月１日　至　平成21年５月31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、当第２四半期連結会計期

　　　間末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。
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(有価証券関係)

　　当第２四半期連結会計期間末(平成21年５月31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。

　

(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２四半期連結会計期間(自　平成21年３月１日　至　平成21年５月31日)および当第２四半期連結累

計期間（自　平成20年12月1日　至　平成21年５月31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２四半期連結会計期間(自　平成21年３月１日　至　平成21年５月31日)および当第２四半期連結累

計期間（自　平成20年12月1日　至　平成21年５月31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２四半期連結会計期間(自　平成21年３月１日　至　平成21年５月31日)および当第２四半期連結累

計期間（自　平成20年12月1日　至　平成21年５月31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２四半期連結会計期間末
(平成21年５月31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 　　　　　531円77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

第２四半期連結累計期間

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年12月１日 
 至　平成21年５月31日)

１株当たり四半期純損失金額 13円44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、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２四半期連結累計期間
(自　平成20年12月１日 
 至　平成21年５月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失（△）(百万円) △371

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） △371

普通株式の期中平均株式数(株) 27,618,434

　

第２四半期連結会計期間

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年３月１日 
 至　平成21年５月31日)

１株当たり四半期純損失金額 １円17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、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２四半期連結会計期間
(自　平成21年３月１日 
 至　平成21年５月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失（△）(百万円) △32

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） △32

普通株式の期中平均株式数(株) 27,616,673

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２【その他】

平成21年７月15日開催の取締役会において、第60期の中間配当を平成21年５月31日の最終の株主名簿に

記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、次のとおり行うことを決議いたしました。

　①　配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　138百万円

　②　１株当たりの金額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　５円

　③　支払請求権の効力発生日並びに支払開始日　 平成21年８月10日
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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７月15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２四半期連結会計期間

(平成21年３月１日から平成21年５月31日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成20年12月１日から平成21

年５月31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５月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間

の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・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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