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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61期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第60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21年 
　　12月１日 
至　平成22年 
　　２月28日

自　平成20年
　　　12月1日
至　平成21年
　　　11月30日

売上高 (百万円) 10,219 12,371 36,740

経常利益又は経常損失（△） (百万円) 35 564 △1,755

四半期純利益又は四半期（当
期）純損失（△）

(百万円) △339 298 △1,149

純資産額 (百万円) 14,394 13,892 13,477

総資産額 (百万円) 55,448 49,612 44,031

１株当たり純資産額 (円) 521.20 503.13 488.08

1株当たり四半期純利益金額又
は四半期(当期)純損失金額
（△）

(円) △12.27 10.78 △41.59

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 28.0 30.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △5,685 △1,192 △2,360

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △633 △513 △2,458

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 9,979 1,249 4,528

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 5,333 875 1,306

従業員数 (人) 889 869 882

(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。
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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22年２月28日現在

従業員数(名) 869（ 288 ）

(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22年２月28日現在

従業員数(名) 709（  265）

(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。

　

EDINET提出書類

北興化学工業株式会社(E01001)

四半期報告書

 3/23



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) 前年同四半期比(％)

ファインケミカル事業部門 　 　

　農薬製品 4,288 79.0

　農薬以外のファインケミカル製品 2,541 112.7

合計 6,829 88.9

(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) 前年同四半期比(％)

ファインケミカル事業部門 　 　

　農薬製品 2,466 96.7

　農薬以外のファインケミカル製品 6 72.9

小計 2,472 96.6

その他事業部門 13 56.5

合計 2,485 96.3

(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) 前年同四半期比(％)

ファインケミカル事業部門 　 　

　農薬製品 9,072 112.6

　農薬以外のファインケミカル製品 3,276 153.8

小計 12,348 121.2

その他事業部門 23 68.4

合計 12,371 121.1

(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

前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％)

全国農業協同組合連合会 3,610 35.3 6,533 52.8

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結会計期間において、事業等のリスクに重要な変更はありません。

　

３ 【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。
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４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　

（１）経営成績の分析

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、海外経済の回復にともなう輸出の増加が牽引となり、

持ち直し基調が継続いたしました。しかしながら、依然として物価の下落傾向は止まらず、デフレによる経

済回復の遅れが懸念されます。

このような状況の中、当社グループは、農薬製品、農薬以外のファインケミカル製品ともに積極的な販売

に努めました結果、全体の売上高は123億７千１百万円（前年同期比21億５千２百万円の増加、同21.1％

増）となりました。

利益面では、売上高の増加に加え、一般管理費販売費の節減に努めたことおよび一部の研究開発費等の支

出が第２四半期以降になった結果、営業利益は６億９百万円（前年同期比５億３千７百万円の増加）、経常

利益は５億６千４百万円（前年同期比５億３千万円の増加）、四半期純利益は２億９千８百万円（前年同

期は四半期純損失３億３千９百万円）となりました。

　

　事業部門別の概況は以下のとおりです。

　

　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製品は、主に国内販売において、水稲用一発処理除草剤ロング

キック各剤、園芸用殺虫剤サムコルフロアブル10・プレバソンフロアブル５、園芸用殺菌剤アフェットフロ

アブルなど新剤の販売により売上高が増加した結果、農薬製品全体の売上高は90億７千２百万円（前年同

期比10億１千７百万円の増加、同12.6％増）となりました。

　農薬以外のファインケミカル製品の販売は、経済の持ち直し基調を受け、前年度、景気後退による減産や在

庫調整の影響を大きく受けた電子材料原料、樹脂添加剤などの需要が回復しつつあることから、売上高は32

億７千６百万円（前年同期比11億４千６百万円の増加、同53.8％増）となりました。

　以上の結果、当事業部門の売上高は123億４千８百万円（前年同期比21億６千３百万円の増加、同21.2％

増）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、販売量が減少したことにより、２千３百万円（前年同期比１千１百万円の

減少、31.6％減）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496億１千２百万円となり、前連結会計年度末比55億８千１

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357億２千万円となり、前連結会計年度末比51億６千６百万円の増加となりました。これは

原材料購入等の季節的変動に伴う支払手形及び買掛金の増加が主な原因です。

純資産の残高は138億９千２百万円となり、前連結会計年度末比４億１千５百万円の増加となりました。

　

（３）キャッシュ・フローの状況の分析

（営業活動によるキャッシュ・フロー）
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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、11億９千２百万円の支出超過（前

年同期比79.0％減）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および未

払費用の減少によるもので、第１四半期特有の傾向であります。

　また、支出超過額が前年同期に比べ大幅に減少しましたが、これは、棚卸資産の減少および税金等調整前四

半期純利益の増加によるものであります。

 

（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、５億１千３百万円の支出超過（前

年同期比19.0％減）となりました。これは、主に有形固定資産の取得によるものです。

 

（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、12億４千９百万円の収入超過（前

年同期比87.5％減）となりました。これは、主に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、期首残高より４億３千１百万円増加し、８億７千５百万円（前年

同期比83.6％減）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、３億７千３百万円であります。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、重要な変更はありません。また、前連結会計年度末に計画中であった当社岡山工場の合成第８工

場につきましては、平成22年１月に完工いたしました。これに伴い、同工場における生産能力は約10％増

加する見込であります。

なお、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22年２月28日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22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21年12月１日
～

平成22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21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21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　

―
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2,372,000

完全議決権株式(その他)
普通株式　

27,216 同上
27,216,000

単元未満株式
普通株式　

― 同上
397,531

発行済株式総数 29,985,531― ―

総株主の議決権 ― 27,216 ―

(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21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

2,372,000 ― 2,372,0007.91

計 ― 2,372,000 ― 2,372,0007.91

(注)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21年
　12月

平成22年
１月 　２月

最高(円) 292 297 272

最低(円) 261 258 256

(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、前第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)については、改正前の四

半期連結財務諸表規則に基づき、当第１四半期連結会計期間(平成21年12月１日から平成22年２月28日ま

で)及び当第１四半期連結累計期間(平成21年12月１日から平成22年２月28日まで)については、改正後の四

半期連結財務諸表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、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第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、また、当第１四半期連結会計期間(平成

21年12月１日から平成22年２月28日まで)及び当第１四半期連結累計期間(平成21年12月１日から平成22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22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21年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 875 1,306

受取手形及び売掛金 ※２
 17,030 11,760

商品及び製品 10,873 11,403

仕掛品 285 245

原材料及び貯蔵品 3,775 3,204

繰延税金資産 467 513

その他 178 175

貸倒引当金 △8 △6

流動資産合計 33,474 28,600

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※１
 5,069

※１
 3,534

機械装置及び運搬具（純額） ※１
 4,573

※１
 3,637

土地 781 781

その他（純額） ※１
 474

※１
 2,147

有形固定資産合計 10,898 10,099

無形固定資産

ソフトウエア 124 143

その他 264 260

無形固定資産合計 388 404

投資その他の資産

投資有価証券 2,720 2,485

繰延税金資産 1,775 2,086

その他 368 370

貸倒引当金 △12 △12

投資その他の資産合計 4,852 4,928

固定資産合計 16,138 15,431

資産合計 49,612 44,031
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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21年11月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 11,143 6,545

短期借入金 7,385 6,777

1年内返済予定の長期借入金 1,764 1,618

未払法人税等 63 94

未払費用 1,883 3,449

賞与引当金 156 －

その他 2,482 1,860

流動負債合計 24,876 20,343

固定負債

長期借入金 6,686 6,081

退職給付引当金 3,263 3,206

環境対策引当金 749 750

その他 145 174

固定負債合計 10,843 10,211

負債合計 35,720 30,554

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 8,420 8,205

自己株式 △989 △989

株主資本合計 13,253 13,039

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 848 708

繰延ヘッジ損益 △2 △17

為替換算調整勘定 △206 △252

評価・換算差額等合計 639 438

純資産合計 13,892 13,477

負債純資産合計 49,612 44,031

EDINET提出書類

北興化学工業株式会社(E01001)

四半期報告書

13/23



(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）

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年12月１日
　至 平成22年２月28日)

売上高 10,219 12,371

売上原価 7,965 9,780

売上総利益 2,254 2,591

販売費及び一般管理費 ※１
 2,181

※１
 1,982

営業利益 72 609

営業外収益

受取利息及び配当金 18 11

為替差益 － 21

その他 42 18

営業外収益合計 60 50

営業外費用

支払利息 55 74

その他 43 21

営業外費用合計 98 95

経常利益 35 564

特別利益

固定資産売却益 1 1

貸倒引当金戻入額 3 0

特別利益合計 4 1

特別損失

固定資産除却損 31 7

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 7

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△548 558

法人税等 ※２
 △210

※２
 260

四半期純利益又は四半期純損失（△） △339 298

EDINET提出書類

北興化学工業株式会社(E01001)

四半期報告書

14/23



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年12月１日
　至 平成22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利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△548 558

減価償却費 360 471

退職給付引当金の増減額（△は減少） 45 58

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △8 △35

賞与引当金の増減額（△は減少） 267 156

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3 2

受取利息及び受取配当金 △18 △11

支払利息 55 74

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 △5,267

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,822 △76

仕入債務の増減額（△は減少） 3,637 4,796

未払費用の増減額（△は減少） △2,376 △1,580

その他 △620 △245

小計 △5,614 △1,098

利息及び配当金の受取額 18 11

利息の支払額 △49 △62

法人税等の支払額 △55 △43

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 △1,192

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 △507

有形固定資産の売却による収入 7 1

その他 3 △6

投資活動によるキャッシュ・フロー △633 △513

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） 7,694 589

長期借入れによる収入 2,400 1,000

長期借入金の返済による支出 － △270

配当金の支払額 △114 △69

その他 △2 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 9,979 1,249

現金及び現金同等物に係る換算差額 44 24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,704 △431

現金及び現金同等物の期首残高 1,629 1,306

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 5,333

※
 875
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【継続企業の前提に関する事項】

当第１四半期連結会計期間(自　平成21年12月１日　至　平成22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１四半期連結会計期間(自　平成21年12月１日　至　平成22年２月28日)

該当事項はありません。

　

【簡便な会計処理】

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年12月１日　至　平成22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22年２月28日)

前連結会計年度末
(平成21年11月30日)

※１　有形固定資産減価償却累計額 22,269百万円
　

※１　有形固定資産減価償却累計額 21,850百万円
　

※２　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 48百万円

―――――

　

(四半期連結損益計算書関係)

第１四半期連結累計期間

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年12月１日 
　至　平成22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。
給料 440百万円
研究開発費 459
退職給付費用 61
減価償却費
賞与引当金繰入額

46
113

※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。
給料 410百万円
研究開発費 373
退職給付費用 63
減価償却費
賞与引当金繰入額

41
62

※２　法人税等

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。

※２　法人税等

同左

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年12月１日 
　至　平成22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ヶ月を越える定期預金 －百万円

現金及び現金同等物 5,333百万円

※　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との関係

現金及び預金勘定 875百万円

預入期間が３ヶ月を越える定期預金 －百万円

現金及び現金同等物 875百万円
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末（平成22年２月28日）及び当第１四半期連結累計期間(自　平成21年12月1日　

至　平成22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) 2,374,520

　

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22年２月25日
定時株主総会

普通株式 83 3 平成21年11月30日 平成22年２月26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。

　

(有価証券関係)

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。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第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)および当第１四半期連結累計

期間(自　平成21年12月１日　至　平成22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】

前第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)および当第１四半期連結累計

期間(自　平成21年12月１日　至　平成22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】

前第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)および当第１四半期連結累計

期間(自　平成21年12月１日　至　平成22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22年２月28日)

前連結会計年度末
(平成21年11月30日)

１株当たり純資産額 503円13銭
　

１株当たり純資産額 488円08銭
　

　

２　１株当たり四半期純利益金額又は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

前第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)

当第１四半期連結累計期間
（自 平成21年12月１日
　 至 平成22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。
　

１株当たり四半期純利益金額 10円78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株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額の算定上の基礎

項目
前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年12月１日 
　至　平成22年２月28日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益又は四半期
純損失(△）(百万円)

△339 298

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利益又は四半期純損失
（△）(百万円)

△339 298

普通株式の期中平均株式数(株) 27,620,234 27,611,779

　

(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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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成22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21年12月１日から平成22年11月30日までの連結会計年度の第１四半期連結会計

期間(平成21年12月１日から平成22年２月28日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成21年12月１日から

平成22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22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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