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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61期

第３四半期連結
累計期間

第62期
第３四半期連結
累計期間

第61期
第３四半期連結
会計期間

第62期
第３四半期連結
会計期間

第61期

会計期間

自  平成21年
    12月１日
至  平成22年
    ８月31日

自  平成22年
    12月１日
至  平成23年
    ８月31日

自  平成22年
     ６月１日
至  平成22年
     ８月31日

自  平成23年
      ６月１日
至  平成23年
      ８月31日

自　平成21年
　　12月１日
至　平成22年
　　11月30日

売上高 (百万円) 31,896 30,374 7,733 7,641 42,994

経常利益又は経常損失
（△）

(百万円) 889 △96 △189 △623 740

四半期（当期）純利益又
は四半期純損失（△）

(百万円) 457 △335 △131 △546 312

純資産額 (百万円) ― ― 13,715 12,985 13,650

総資産額 (百万円) ― ― 44,883 44,316 46,664

１株当たり純資産額 (円) ― ― 496.83 470.51 494.49

１株当たり四半期（当
期）純利益金額又は四半
期純損失金額（△）

(円) 16.57 △12.14 △4.74 △19.79 11.32

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 (％) ― ― 30.6 29.3 29.3

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 597 1,035 ― ― 717

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △2,160 △517 ― ― △2,487

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 1,425 21 ― ― 1,352

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― ― 1,136 1,326 872

従業員数 (人) ― ― 847 840 840

(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３四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３四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23年８月31日現在

従業員数(人) 840（266）

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（　）内に当第３四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23年８月31日現在

従業員数(人) 693（244）

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（　）内に当第３四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３四半期連結会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同四半期比(％)

　農薬事業 3,807 －

　ファインケミカル事業 2,540 －

合計 6,347 －

(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３四半期連結会計期間における商品仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 商品仕入高(百万円) 前年同四半期比(％)

　農薬事業 1,407 －

　ファインケミカル事業 7 －

　その他 30 －

合計 1,444 －

(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３四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同四半期比(％)

　農薬事業 4,935 －

　ファインケミカル事業 2,666 －

　その他 40 －

合計 7,641 －

(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３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間

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 3,288 42.5 3,270 42.8

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３四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３四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３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、３月11日に発生した東日本大震災により景気の踊

り場からの脱却基調が著しく損なわれる状況となり、景気は低迷した状況で推移しました。

　今後、復興需要による景気の本格回復が期待されるものの、足元では、欧州における財政問題とこれに起

因する金融システム不安や米国経済の低迷を背景とした根強い円高圧力の継続により、依然として厳し

い環境が続いており、先行きが不透明な状態となっております。

 

　このような状況の中、当社グループは、積極的な販売に努めましたが、農薬事業における園芸新剤の競争

激化やファインケミカル事業における需要の低迷などにより、全体の売上高は76億４千１百万円（前年

同期比９千２百万円の減少、同1.2％減）となりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

　利益面では、売上高が減少したことから営業損失は５億４百万円（前年同期は４千８百万円の営業損

失）となりました。

　また、為替差損などにより経常損失は６億２千３百万円（前年同期は１億８千９百万円の経常損失）、

減損処理による投資有価証券評価損を計上いたしました結果、四半期純損失は５億４千６百万円（前年

同期は１億３千１百万円の四半期純損失）となりました。

 

　なお、当社グループの主要製品であります農薬製品は、その商品性から季節的変動があり、第３四半期連

結会計期間が不需要期に当たるため、同四半期連結会計期間の売上高は他の四半期連結会計期間に比べ

て著しく低くなります。これに伴い、営業損益および経常損益は損失となります。

 

セグメントの概況は以下の通りです。

 

農薬事業

　農薬製品の販売は、国内農薬販売での園芸新剤の競争激化などがありましたが、受託製造での受託数量

の増加などにより、売上高は前年同期を上回りました。この結果、本セグメントの売上高は49億３千５百

万円、営業損失は２億５千３百万円となりました。

 

ファインケミカル事業

　ファインケミカル製品の販売は、東日本大震災の影響および需要の低迷から、電子材料原料や防汚剤等

の販売が低調に推移しました。この結果、本セグメントの売上高は26億６千６百万円、営業損失は７千１

百万円となりました。

 

　なお、第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第

17号 平成21年３月27日）を適用し、報告セグメントの区分の変更を行ったため、前年同期との比較は記

載しておりません。
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（２）財政状態の分析 

当第３四半期連結会計期間末における資産の残高は443億１千６百万円となり、前連結会計年度末比23

億４千８百万円の減少となりました。これは、受取手形及び売掛金の減少が主な要因です。

負債の残高は313億３千１百万円となり、前連結会計年度末比16億８千４百万円の減少となりました。

これは、支払手形及び買掛金ならびに未払費用の減少が主な要因です。

純資産の残高は129億８千５百万円となり、前連結会計年度末比６億６千５百万円の減少となりまし

た。これは、利益剰余金の配当の実施および四半期純損失の計上が主な要因です。

　

（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３四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、21億１千４百万円の収入超過（前

年同期は26億８千１百万円の収入超過）となりました。これは、たな卸資産の増加はありましたが、主に

売上債権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３四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、７千３百万円の支出超過（前年同

期は12億５千２百万円の支出超過）となりました。これは、主に有形固定資産の取得によるものです。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

　当第３四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、18億５千万円の支出超過（前年同

期は12億１千３百万円の支出超過）となりました。これは、主に短期借入金の減少および長期借入金の返

済によるものです。 

 

（現金及び現金同等物の四半期末残高） 

　現金及び現金同等物の四半期末残高は、前四半期末より１億３千５百万円増加し、13億２千６百万円と

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３四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３四半期連結会計期間の研究開発費の総額は、５億４千５百万円であります。なお、当第３四半期

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３四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３四半期連結会計期間において、前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、重要な変更はありません。

なお、当第３四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、除却等の計画はありま

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３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成23年８月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年10月13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) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【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23年６月１日
～

平成23年８月31日
― 29,985 ― 3,214 ― 2,608

　

(6) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第３四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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(7) 【議決権の状況】

当第３四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(平成23年５月31日)に基づく株主名簿による記載

をしております。

① 【発行済株式】

　 　 　 平成23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)

（自己保有株式）
　

―
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普通株式　

2,386,000

完全議決権株式(その他)
普通株式　

27,220 同上
27,220,000

単元未満株式
普通株式　

― 同上
379,531

発行済株式総数 29,985,531 ― ―

総株主の議決権 ― 27,220 ―

(注)「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、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23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(％)

（自己保有株式）
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

2,386,000 ― 2,386,0007.96

計 ― 2,386,000 ― 2,386,0007.96

　

　

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22年　
12月

平成23年　　
　１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

最高(円) 252 314 323 305 271 254 250 247 240

最低(円) 237 245 284 190 242 237 232 233 215

(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３四半期連結会計期間(平成22年６月１日から平成22年８月31日まで)および前第３四半期連

結累計期間(平成21年12月１日から平成22年８月31日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、

当第３四半期連結会計期間(平成23年６月１日から平成23年８月31日まで)および当第３四半期連結累計期

間(平成22年12月１日から平成23年８月31日まで)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３四半期連結会計期間(平成22年６月１

日から平成22年８月31日まで)および前第３四半期連結累計期間(平成21年12月１日から平成22年８月31日

まで)に係る四半期連結財務諸表ならびに当第３四半期連結会計期間(平成23年６月１日から平成23年８月

31日まで)および当第３四半期連結累計期間(平成22年12月１日から平成23年８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３四半期連結会計期間末
(平成23年８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22年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,326 872

受取手形及び売掛金 11,470 13,902

商品及び製品 12,628 11,861

仕掛品 331 339

原材料及び貯蔵品 3,618 3,857

繰延税金資産 475 547

その他 272 327

貸倒引当金 － △3

流動資産合計 30,119 31,703

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 4,447

※1
 4,778

機械装置及び運搬具（純額） ※1
 3,575

※1
 4,102

土地 779 779

その他（純額） ※1
 365

※1
 354

有形固定資産合計 9,166 10,012

無形固定資産

ソフトウエア 33 46

その他 369 256

無形固定資産合計 402 302

投資その他の資産

投資有価証券 2,191 2,471

繰延税金資産 2,036 1,759

その他 413 429

貸倒引当金 △12 △12

投資その他の資産合計 4,629 4,647

固定資産合計 14,196 14,961

資産合計 44,316 46,664
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年８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22年11月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,884 7,529

短期借入金 9,192 9,011

1年内返済予定の長期借入金 1,889 1,936

未払法人税等 102 126

未払費用 2,372 4,162

賞与引当金 302 －

その他 1,628 1,648

流動負債合計 22,370 24,413

固定負債

長期借入金 5,104 5,070

退職給付引当金 3,656 3,374

環境対策引当金 10 31

資産除去債務 63 －

その他 128 126

固定負債合計 8,960 8,601

負債合計 31,331 33,014

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 7,768 8,324

自己株式 △993 △991

株主資本合計 12,598 13,155

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 719 755

繰延ヘッジ損益 △9 △1

為替換算調整勘定 △323 △259

評価・換算差額等合計 387 494

純資産合計 12,985 13,650

負債純資産合計 44,316 46,664

EDINET提出書類

北興化学工業株式会社(E01001)

四半期報告書

14/29



(2)【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年12月１日
　至 平成22年８月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年12月１日
　至 平成23年８月31日)

売上高 31,896 30,374

売上原価 24,476 23,758

売上総利益 7,420 6,616

販売費及び一般管理費 ※1
 6,224

※1
 6,422

営業利益 1,196 194

営業外収益

受取利息及び配当金 51 78

受取手数料 63 109

受取ロイヤリティー 80 －

その他 92 68

営業外収益合計 286 254

営業外費用

支払利息 232 214

為替差損 － 127

たな卸資産廃棄損 204 116

その他 157 87

営業外費用合計 593 544

経常利益又は経常損失（△） 889 △96

特別利益

固定資産売却益 5 1

貸倒引当金戻入額 － 3

特別利益合計 5 4

特別損失

固定資産除却損 40 46

投資有価証券評価損 － 223

災害による損失 － 46

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 65

特別損失合計 40 379

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（△）

854 △472

法人税等 ※2
 397

※2
 △137

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △335

四半期純利益又は四半期純損失（△） 457 △335
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間
(自 平成22年６月１日
　至 平成22年８月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成23年６月１日
　至 平成23年８月31日)

売上高 7,733 7,641

売上原価 5,696 6,082

売上総利益 2,037 1,559

販売費及び一般管理費 ※1
 2,085

※1
 2,064

営業損失（△） △48 △504

営業外収益

受取利息及び配当金 29 40

受取手数料 8 7

その他 19 15

営業外収益合計 56 61

営業外費用

支払利息 77 71

為替差損 90 85

たな卸資産廃棄損 0 －

その他 29 23

営業外費用合計 196 179

経常損失（△） △189 △623

特別利益

固定資産売却益 0 －

貸倒引当金戻入額 1 －

特別利益合計 1 －

特別損失

固定資産除却損 16 20

投資有価証券評価損 － 223

災害による損失 － 0

特別損失合計 16 243

税金等調整前四半期純損失（△） △203 △866

法人税等 ※2
 △72

※2
 △320

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △546

四半期純損失（△） △131 △546
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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）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年12月１日
　至 平成22年８月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年12月１日
　至 平成23年８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利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

854 △472

減価償却費 1,575 1,402

退職給付引当金の増減額（△は減少） 146 282

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △29 △5

賞与引当金の増減額（△は減少） 284 302

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 △3

環境対策引当金の増減（△は減少） △711 △21

受取利息及び受取配当金 △51 △78

支払利息 232 214

投資有価証券評価損益（△は益） － 223

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 65

売上債権の増減額（△は増加） 187 2,425

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,196 △530

仕入債務の増減額（△は減少） 1,041 △640

未払費用の増減額（△は減少） △1,077 △1,796

その他 △462 △159

小計 794 1,210

利息及び配当金の受取額 51 78

利息の支払額 △221 △207

法人税等の支払額 △58 △51

法人税等の還付額 31 6

営業活動によるキャッシュ・フロー 597 1,035

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 △2,156 △491

有形固定資産の売却による収入 12 1

その他 △15 △27

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,160 △517

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） 1,716 215

長期借入れによる収入 1,000 1,600

長期借入金の返済による支出 △1,113 △1,589

配当金の支払額 △176 △204

その他 △2 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,425 21

現金及び現金同等物に係る換算差額 △32 △85

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △170 454

現金及び現金同等物の期首残高 1,306 872

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,136

※
 1,326
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【継続企業の前提に関する事項】

当第３四半期連結会計期間(自  平成23年６月１日  至  平成23年８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３四半期連結累計期間
(自  平成22年12月１日  至  平成23年８月31日)

１　会計処理の原則及び手続きの変更

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成20年３月31

日）および「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31

日）を適用しています。

これにより、税金等調整前四半期純損失が６千５百万円増加しております。

なお、当社グループは賃貸借契約に基づき使用する事務所等について、退去時における原状回復に係る債務

を有しておりますが、当該債務に関連する賃貸資産の使用期間の定めがなく、現在のところ移転等も予定され

ていないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため、当該債務に見合う資産除

去債務を計上しておりません。

　

【表示方法の変更】

　

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年12月１日　至　平成23年８月31日)

（四半期連結損益計算書関係）

１　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「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21年３月24日　内閣府令第５

号）の適用により、当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失（△）」の科目を表示

しています。

２　前第３四半期連結累計期間において、営業外費用の「その他」に含めていた「為替差損」は、営業外費用総額

の100分の20を超えたため、当第３四半期連結累計期間では区分掲記することとしております。なお、前第３四半

期連結累計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「為替差損」は５千８百万円であります。

　

当第３四半期連結会計期間
(自　平成23年６月１日　至　平成23年８月31日)

（四半期連結損益計算書関係）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「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21年３月24日　内閣府令第５号）の適用に

より、当第３四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失（△）」の科目を表示しています。

　

【簡便な会計処理】

　
当第３四半期連結累計期間

(自　平成22年12月１日　至　平成23年８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。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年８月31日)

前連結会計年度末
(平成22年11月30日)

※１　有形固定資産減価償却累計額 24,543百万円
　

※１　有形固定資産減価償却累計額 23,538百万円
　

　

(四半期連結損益計算書関係)

第３四半期連結累計期間

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年12月１日 
　至　平成22年８月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年12月１日 
　至　平成23年８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。
給料・賞与 1,351百万円
研究開発費 1,447
退職給付費用 195
減価償却費
賞与引当金繰入額

126
117

※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・賞与 1,410百万円
研究開発費 1,389
退職給付費用 236
減価償却費
賞与引当金繰入額

82
128

※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

　

第３四半期連結会計期間

前第３四半期連結会計期間
(自　平成22年６月１日 
　至　平成22年８月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成23年６月１日 
　至　平成23年８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。
給料 411百万円
研究開発費 577
退職給付費用 65
減価償却費
賞与引当金繰入額

43
117

※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 394百万円
研究開発費 545
退職給付費用 79
減価償却費
賞与引当金繰入額

31
128

※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。

３  当社グループの主要製品であります農薬製品は、
その商品性から季節的変動があり、第３四半期連結
会計期間が不需要期に当たるため、同四半期連結会
計期間の売上高は他の四半期連結会計期間に比べて
著しく低くなります。これに伴い、営業損益および経
常損益は損失となります。

※２　法人税等

同左
 

３  当社グループの主要製品であります農薬製品は、
その商品性から季節的変動があり、第３四半期連結
会計期間が不需要期に当たるため、同四半期連結会
計期間の売上高は他の四半期連結会計期間に比べて
著しく低くなります。これに伴い、営業損益および経
常損益は損失となります。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年12月１日 
　至　平成22年８月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年12月１日 
　至　平成23年８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との関係

現金及び預金勘定 1,136百万円

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 1,136百万円

※　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 1,326百万円

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 1,326百万円

　

(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末（平成23年８月31日）および当第３四半期連結累計期間(自　平成22年12月1

日　至　平成23年８月31日)

　

１  発行済株式の種類及び総数

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 29,985,531

　
２  自己株式の種類及び株式数

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 2,387,793

　
３  新株予約権に関する事項

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23年２月24日
定時株主総会

普通株式 110 4 平成22年11月30日 平成23年２月25日 利益剰余金

平成23年７月14日
取締役会

普通株式 110 4 平成23年５月31日 平成23年８月８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。
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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

　前第３四半期連結会計期間(自　平成22年６月１日　至　平成22年８月31日)および前第３四半期連結累計

期間(自　平成21年12月１日　至　平成22年８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】

　前第３四半期連結会計期間(自　平成22年６月１日　至　平成22年８月31日)および前第３四半期連結累計

期間(自　平成21年12月１日　至　平成22年８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】

　前第３四半期連結会計期間(自　平成22年６月１日　至　平成22年８月31日)および前第３四半期連結累計

期間(自　平成21年12月１日　至　平成22年８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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【セグメント情報】

１  報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、分離された財務情報が入手可能であり、当社の取締役会が、経営資

源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、製品別に区分した「農薬事業」「ファインケミカル事業」ごとに国内および海外の

包括的な戦略を考案し、事業活動を展開しております。

したがって当社グループでは、「農薬事業」「ファインケミカル事業」の２つを報告セグメントとし

ております。

「農薬事業」は、農薬、農薬原体等を製造・販売しております。「ファインケミカル事業」は、電子材料

原料、樹脂添加剤等を製造・販売しております。

　
２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第３四半期連結累計期間(自  平成22年12月１日  至  平成23年８月31日)

　
　 　 (単位：百万円)

　
報告セグメント

その他
(注１)

合計
調整額
(注２)

四半期連結
損益計算書
計上額
(注３)

農薬事業
ファインケ
ミカル事業

計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 22,0138,24730,260 114 30,374 ― 30,374

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― 292 292 △292 ―

計 22,0138,24730,260 405 30,665△292 30,374

セグメント利益 367 388 755 34 789 △595 194

(注)１.　「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、石油製品等の販売等を含んでおりま

す。

２.　セグメント利益の調整額△595百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△595百万円、未実現

利益の調整額０百万円が含まれています。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費でありま

す。

３.　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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当第３四半期連結会計期間(自  平成23年６月１日  至  平成23年８月31日)

　
　 　 (単位：百万円)

　
報告セグメント

その他
(注１)

合計
調整額
(注２)

四半期連結
損益計算書
計上額
(注３)

農薬事業
ファインケ
ミカル事業

計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 4,935 2,666 7,601 40 7,641 ― 7,641

セグメント間の内部売上高又
は振替高

― ― ― 91 91 △91 ―

計 4,935 2,666 7,601 131 7,732 △91 7,641

セグメント利益又は損失（△） △253 △71 △324 12 △312 △192 △504

(注)１.　「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、石油製品等の販売等を含んでおりま

す。

２.　セグメント利益又は損失（△）の調整額△192百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△192

百万円、未実現利益の調整額０百万円が含まれています。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般

管理費であります。

３.　セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

　

(追加情報)

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号　平

成21年３月27日)および「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指

針第20号　平成20年３月21日)を適用しております。
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(金融商品関係)

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変

動がありません。

　

(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、前連結会計年度の末日と比較して著しい変

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。

　

(資産除去債務関係)

該当事項はありません。

　

(賃貸等不動産関係)

賃貸等不動産の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著し

い変動がありません。
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(１株当たり情報)

１  １株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年８月31日)

前連結会計年度末
(平成22年11月30日)

１株当たり純資産額 470円51銭
　

１株当たり純資産額 494円49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

第３四半期連結累計期間

前第３四半期連結累計期間
（自 平成21年12月１日
　 至 平成22年８月31日)

当第３四半期連結累計期間
（自 平成22年12月１日
　 至 平成23年８月31日)

１株当たり四半期純利益金額 16円57銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ

ん。
　

１株当たり四半期純損失金額 12円14銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

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３四半期連結累計期間
(自　平成21年12月１日 
  至　平成22年８月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年12月１日 
　至　平成23年８月31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)

457 △335

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)

457 △335

普通株式の期中平均株式数(株) 27,609,858 27,599,108

　

第３四半期連結会計期間

前第３四半期連結会計期間
(自  平成22年６月１日
至  平成22年８月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成23年６月１日
至  平成23年８月31日)

１株当たり四半期純損失金額 4円74銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ

ん。
　

１株当たり四半期純損失金額 19円79銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

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
前第３四半期連結会計期間
(自  平成22年６月１日
至  平成22年８月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成23年６月１日
至  平成23年８月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失（△）
(百万円)

△131 △546

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) △131 △546

普通株式の期中平均株式数(株) 27,607,515 27,598,301

　

(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23年７月14日開催の取締役会において、第62期の中間配当を平成23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し、配当を行って

おります。

①　配当金の総額                                     110百万円

②　1株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ４円

③　支払請求権の効力発生日並びに支払開始日　　平成23年８月８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22年10月13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３四半期連結会計

期間(平成22年６月１日から平成22年８月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成21年12月１日から

平成22年８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22年８月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累

計期間の経営成績並びに第３四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。
　

EDINET提出書類

北興化学工業株式会社(E01001)

四半期報告書

28/29



独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成23年10月13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22年12月１日から平成23年11月30日までの連結会計年度の第３四半期連結会計

期間(平成23年６月１日から平成23年８月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成22年12月１日から

平成23年８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23年８月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累

計期間の経営成績並びに第３四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。
　

EDINET提出書類

北興化学工業株式会社(E01001)

四半期報告書

29/29


	表紙
	本文
	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
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１生産、受注及び販売の状況
	２事業等のリスク
	３経営上の重要な契約等
	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

	第３設備の状況
	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
	(3)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	(4)ライツプランの内容
	(5)発行済株式総数、資本金等の推移
	(6)大株主の状況
	(7)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	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

	３役員の状況

	第５経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	(1)四半期連結貸借対照表
	(2)四半期連結損益計算書
	第３四半期連結累計期間
	第３四半期連結会計期間

	(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
	継続企業の前提に関する事項
	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
	表示方法の変更
	簡便な会計処理
	四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理
	注記事項
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

