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黒字を確保できる収益構造の定着と
収益拡大を目指して！！

　株主の皆様におかれましては、格別のご高配を賜り厚く御
礼申し上げます。第86期決算報告をお届けするにあたり、
謹んでご挨拶申し上げます。
　当期における日本経済は景気回復の兆しが見られるものの
先行き不透明な状況が続く中、当社は積極的な営業活動に努
めるとともに合理化等による原価低減を推進したことにより
所期の目標の利益を確保することができました。
　2008年秋のリーマンショックを端緒とする事業環境の急
変により4期無配のやむなきにいたっておりましたが、今般
不十分なレベルながらも復配を果たすことができました。こ
の間の株主皆様の当社へのご理解と厚いご支援に改めてお礼
申し上げる次第です。
　さて、当社は今春「黒字を確保できる収益構造の定着と収
益拡大」を目指す3か年の中期経営計画を策定いたしました。
その重点項目として、「適切な固定費水準の維持」「新規製
品・ユーザー・用途の開拓」さらに「競争力ある生産体制構
築」に努めてまいりますので、一層のご指導ご鞭撻を賜りま
すようお願い申しあげます。

2013年6月

商 号 日東化工株式会社
所 在 地 神奈川県高座郡寒川町一之宮六丁目1番3号
設 立 昭和24年7月1日
資 本 金 19億20百万円
従 業 員 数 235名
主 な 事 業 内 容 各種工業用ゴム・樹脂製品の製造、販売

取締役社長
高瀬　宗救

 役　員（2013/3/31現在）

取 締 役 社 長 高　 瀬　 宗　 救
取 締 役 前　 原　 一　 正
取 締 役 加　 藤　　　　 俊
取 締 役 曽　 根　 一　 祐
取 締 役 西　 岡　 靖　 之
常 勤 監 査 役 江　 頭　 正　 己
監 査 役 浪　 尾　 秀　 治
監 査 役 森　 本　 雄　 二

 株　式　の　状　況
発行可能株式総数 150,000,000株
発行済株式の総数 38,400,000株（自己株式16,813株含む）
株 主 数 4,051名

 株　主　メ　モ
事業年度 4月1日～翌年3月31日
定時株主総会 6月中
株主確定基準日
（1）定時株主総会期末配当金 3月31日
（2）中間配当金 中間配当を行う場合は9月30日

株主名簿管理人
特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

同連絡先
三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部
〒137-8081
東京都江東区東砂七丁目10番11号
電話　0120-232-711（通話料無料）

公告方法

電子公告
ただし、事故その他のやむを得ない
事由によって電子公告が出来ない場
合は、日本経済新聞に掲載致します。
公告掲載URL（http://www.nitto-kk.co.jp）

（ご注意）
1． 株主様の住所変更、単元未満株式の買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されて
いる口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合
せください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り扱い出来ませんのでご注意ください。

2． 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となって
おりますので、上記特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問合せください。なお、三菱UFJ信託銀
行全国各支店にてもお取次ぎいたします。

 関　係　会　社

会社名 資本金 出資比率 主な事業内容

湘南エヌティケー
株式会社 10百万円 100％ ゴム、樹脂製品の販売

及びゴム製品の施工

株式会社愛東 30百万円 50％ ゴム製品の製造
及び販売

PERUBCO  
NITTO KAKO
Co.,Ltd.

1.2百万
ドル 39％ ゴム製品の製造

及び販売
大株主（上位4名）

株主名 持株数（千株） 持株比率（％）
三菱樹脂㈱ 13,909 36.24

愛知タイヤ工業㈱ 2,015 5.25

日東化工取引先持株会 1,327 3.46

三菱UFJ信託銀行㈱ 950 2.48
（注）持株比率は、自己株式（16,813株）を控除して計算しております。

金融商品
取引業者

その他の法人その他の法人
個人・その他個人・その他

金融機関外国法人等所有者別分布状況
■金融機関 1,347,000株
■金融商品取引業者 944,143株
■その他の法人 17,499,940株
■個人・その他 18,486,917株（自己株式含む）
■外国法人等 122,000株
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決算ハイライト 財務諸表 製品クローズアップ

 ～　貸　借　対　照　表　～

科目 前期
2012/3/31現在

当期
2013/3/31現在

【資産の部】  百万円  百万円

流動資産 4,330 4,247
固定資産 3,352 3,319
有形固定資産 3,192 3,155
無形固定資産 12 5
投資その他の資産 147 158

資産合計 7,682 7,567

【負債の部】
流動負債 4,424 3,881
固定負債 1,013 1,388
負債合計 5,438 5,269

【純資産の部】
株主資本 2,247 2,293
資本金 1,920 1,920
資本剰余金 0 0
利益剰余金 329 375
自己株式 ▲ 1 ▲ 1
評価・換算差額等 ▲ 4 3

純資産合計 2,243 2,297
負債純資産合計 7,682 7,567

 ～　損　益　計　算　書　～

科目
前期

自 2011/4/ 1
至 2012/3/31

当期
自 2012/4/ 1
至 2013/3/31

売上高 9,829 百万円 9,580 百万円

売上原価 8,972 8,607
売上総利益 856 972
販売費及び一般管理費 830 899
営業利益 25 73
営業外収益 11 7
営業外費用 28 23
経常利益 9 57
特別利益 － 1
特別損失 2 5
税引前当期純利益 6 54
法人税、住民税及び事業税 4 8
当期純利益 1 45

売上高 9,580百万円 （前期比　 2.5％減）
営業利益 73百万円 （前期比　185.3％増）
経常利益 57百万円 （前期比　514.8％増）
当期純利益 45百万円 （前期は1百万円の当期純利益）

➡

➡
➡
➡

 ～　業　績　概　況　～

　当期は積極的な営業活動を展開してまいりましたが、売上高は若干の
減収となりました。一方、利益面につきましては、合理化等による原価
低減を推進したことにより、営業利益、経常利益、当期純利益は対前期
比増益となりました。

‐ゴム事業‐（売上高　6,069百万円（前期比3.1％減））
　ゴム事業全体の売上高は、成形品による売上高の増加はあったもの
の、ゴムコンパウンド、シート・マットの売上高が減少したこともあ
り、前期を192百万円下回る6,069百万円（前期比3.1％減）となりま
した。

‐樹脂事業‐（売上高　3,341百万円（前期比2.6％減））
　樹脂事業全体の売上高は、リサイクルナイロン等の売上高は増加した
ものの、高機能樹脂コンパウンドにおいて、自動車関連が日中摩擦の影
響等で10月以降の受注が一段と落ち込み、前期を89百万円下回る3,341
百万円（前期比2.6％減）となりました。
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売上高割合

～　ゴ　ム　事　業　～ ～　樹　脂　事　業　～

超速硬化ウレタン樹脂吹き付けシステム
クッションコート（安全対策商品）

高性能導電性樹脂
ECX

成形機用高性能洗浄剤
スーパークリーン

環境にやさしい
リサイクルナイロン

施行前

ウレタンリム　吹きつけ施工

EVA発泡体　10ミリ施工

クッションコート　完成

制電シリコーンケース

耐熱導電ICトレー

制電トレー

導電各種ケース

制電スペーサー

導電モノフィラメント

農耕器具

　学校、幼稚園、保育園、老人施設等々の安全対策に大いに効果を発揮します。

　優れた透水機能を持ったクッ
ションマットに、表面温度を大幅
に低下させたクッションクールを
上市しました。
　夏場の表面温度を10～15℃低
下させます。

（施工例）

スーパークリーン

切替時間
削減樹脂の色換

材料換

射出成形
押出成形機
の洗浄

黒点異物
対策

　クッションコートは「超速硬化ウレタンエラストマー」を使用した、画期的な
安全対策工法です。
　滑りにくく、転んだりぶつけたりしてもケガをしにくい衝撃吸収効果がありま
す。

　ECXは、当社導電性カーボ
ンブラックの複合技術、親水
性ポリマーとのアロイ技術を
駆使した高性能制電性樹脂で、
様々な用途に展開されており
ます。

　スーパークリーンは、日東化工が開発した射出及び押出成形機用の高性能洗
浄剤です。多品種少量生産に伴う色換、樹脂換の洗浄時間と汚除去作業等の労
力を大幅に削減し、品質向上と生産性向上に優れた性能を発揮する高性能洗浄
材です。

　北洋鮭鱒用漁網を再利用した環境配慮樹脂で、20年
以上の実績が有ります。
　自動車向けには、エンジン周りのカバー類やアーム
レスト等、家電向けは、掃除機部品・スイッチ類・ソ
ケット基盤等、その他建材分野など幅広く採用されて
おります。

表面温度を大幅に低下
クッションマットクール

（施工例）

自動車部品
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り、前期を192百万円下回る6,069百万円（前期比3.1％減）となりま
した。

‐樹脂事業‐（売上高　3,341百万円（前期比2.6％減））
　樹脂事業全体の売上高は、リサイクルナイロン等の売上高は増加した
ものの、高機能樹脂コンパウンドにおいて、自動車関連が日中摩擦の影
響等で10月以降の受注が一段と落ち込み、前期を89百万円下回る3,341
百万円（前期比2.6％減）となりました。
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■■ 経常利益
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売上高割合

～　ゴ　ム　事　業　～ ～　樹　脂　事　業　～

超速硬化ウレタン樹脂吹き付けシステム
クッションコート（安全対策商品）

高性能導電性樹脂
ECX

成形機用高性能洗浄剤
スーパークリーン

環境にやさしい
リサイクルナイロン

施行前

ウレタンリム　吹きつけ施工

EVA発泡体　10ミリ施工

クッションコート　完成

制電シリコーンケース

耐熱導電ICトレー

制電トレー

導電各種ケース

制電スペーサー

導電モノフィラメント

農耕器具

　学校、幼稚園、保育園、老人施設等々の安全対策に大いに効果を発揮します。

　優れた透水機能を持ったクッ
ションマットに、表面温度を大幅
に低下させたクッションクールを
上市しました。
　夏場の表面温度を10～15℃低
下させます。

（施工例）

スーパークリーン

切替時間
削減樹脂の色換

材料換

射出成形
押出成形機
の洗浄

黒点異物
対策

　クッションコートは「超速硬化ウレタンエラストマー」を使用した、画期的な
安全対策工法です。
　滑りにくく、転んだりぶつけたりしてもケガをしにくい衝撃吸収効果がありま
す。

　ECXは、当社導電性カーボ
ンブラックの複合技術、親水
性ポリマーとのアロイ技術を
駆使した高性能制電性樹脂で、
様々な用途に展開されており
ます。

　スーパークリーンは、日東化工が開発した射出及び押出成形機用の高性能洗
浄剤です。多品種少量生産に伴う色換、樹脂換の洗浄時間と汚除去作業等の労
力を大幅に削減し、品質向上と生産性向上に優れた性能を発揮する高性能洗浄
材です。

　北洋鮭鱒用漁網を再利用した環境配慮樹脂で、20年
以上の実績が有ります。
　自動車向けには、エンジン周りのカバー類やアーム
レスト等、家電向けは、掃除機部品・スイッチ類・ソ
ケット基盤等、その他建材分野など幅広く採用されて
おります。

表面温度を大幅に低下
クッションマットクール

（施工例）

自動車部品



決算ハイライト 財務諸表 製品クローズアップ

 ～　貸　借　対　照　表　～

科目 前期
2012/3/31現在

当期
2013/3/31現在

【資産の部】  百万円  百万円

流動資産 4,330 4,247
固定資産 3,352 3,319
有形固定資産 3,192 3,155
無形固定資産 12 5
投資その他の資産 147 158

資産合計 7,682 7,567

【負債の部】
流動負債 4,424 3,881
固定負債 1,013 1,388
負債合計 5,438 5,269

【純資産の部】
株主資本 2,247 2,293
資本金 1,920 1,920
資本剰余金 0 0
利益剰余金 329 375
自己株式 ▲ 1 ▲ 1
評価・換算差額等 ▲ 4 3

純資産合計 2,243 2,297
負債純資産合計 7,682 7,567

 ～　損　益　計　算　書　～

科目
前期

自 2011/4/ 1
至 2012/3/31

当期
自 2012/4/ 1
至 2013/3/31

売上高 9,829 百万円 9,580 百万円

売上原価 8,972 8,607
売上総利益 856 972
販売費及び一般管理費 830 899
営業利益 25 73
営業外収益 11 7
営業外費用 28 23
経常利益 9 57
特別利益 － 1
特別損失 2 5
税引前当期純利益 6 54
法人税、住民税及び事業税 4 8
当期純利益 1 45

売上高 9,580百万円 （前期比　 2.5％減）
営業利益 73百万円 （前期比　185.3％増）
経常利益 57百万円 （前期比　514.8％増）
当期純利益 45百万円 （前期は1百万円の当期純利益）

➡

➡
➡
➡

 ～　業　績　概　況　～

　当期は積極的な営業活動を展開してまいりましたが、売上高は若干の
減収となりました。一方、利益面につきましては、合理化等による原価
低減を推進したことにより、営業利益、経常利益、当期純利益は対前期
比増益となりました。

‐ゴム事業‐（売上高　6,069百万円（前期比3.1％減））
　ゴム事業全体の売上高は、成形品による売上高の増加はあったもの
の、ゴムコンパウンド、シート・マットの売上高が減少したこともあ
り、前期を192百万円下回る6,069百万円（前期比3.1％減）となりま
した。

‐樹脂事業‐（売上高　3,341百万円（前期比2.6％減））
　樹脂事業全体の売上高は、リサイクルナイロン等の売上高は増加した
ものの、高機能樹脂コンパウンドにおいて、自動車関連が日中摩擦の影
響等で10月以降の受注が一段と落ち込み、前期を89百万円下回る3,341
百万円（前期比2.6％減）となりました。
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売上高割合

～　ゴ　ム　事　業　～ ～　樹　脂　事　業　～

超速硬化ウレタン樹脂吹き付けシステム
クッションコート（安全対策商品）

高性能導電性樹脂
ECX

成形機用高性能洗浄剤
スーパークリーン

環境にやさしい
リサイクルナイロン

施行前

ウレタンリム　吹きつけ施工

EVA発泡体　10ミリ施工

クッションコート　完成

制電シリコーンケース

耐熱導電ICトレー

制電トレー

導電各種ケース

制電スペーサー

導電モノフィラメント

農耕器具

　学校、幼稚園、保育園、老人施設等々の安全対策に大いに効果を発揮します。

　優れた透水機能を持ったクッ
ションマットに、表面温度を大幅
に低下させたクッションクールを
上市しました。
　夏場の表面温度を10～15℃低
下させます。

（施工例）

スーパークリーン

切替時間
削減樹脂の色換

材料換

射出成形
押出成形機
の洗浄

黒点異物
対策

　クッションコートは「超速硬化ウレタンエラストマー」を使用した、画期的な
安全対策工法です。
　滑りにくく、転んだりぶつけたりしてもケガをしにくい衝撃吸収効果がありま
す。

　ECXは、当社導電性カーボ
ンブラックの複合技術、親水
性ポリマーとのアロイ技術を
駆使した高性能制電性樹脂で、
様々な用途に展開されており
ます。

　スーパークリーンは、日東化工が開発した射出及び押出成形機用の高性能洗
浄剤です。多品種少量生産に伴う色換、樹脂換の洗浄時間と汚除去作業等の労
力を大幅に削減し、品質向上と生産性向上に優れた性能を発揮する高性能洗浄
材です。

　北洋鮭鱒用漁網を再利用した環境配慮樹脂で、20年
以上の実績が有ります。
　自動車向けには、エンジン周りのカバー類やアーム
レスト等、家電向けは、掃除機部品・スイッチ類・ソ
ケット基盤等、その他建材分野など幅広く採用されて
おります。

表面温度を大幅に低下
クッションマットクール

（施工例）

自動車部品



決算ハイライト 財務諸表 製品クローズアップ

 ～　貸　借　対　照　表　～

科目 前期
2012/3/31現在

当期
2013/3/31現在

【資産の部】  百万円  百万円

流動資産 4,330 4,247
固定資産 3,352 3,319
有形固定資産 3,192 3,155
無形固定資産 12 5
投資その他の資産 147 158

資産合計 7,682 7,567

【負債の部】
流動負債 4,424 3,881
固定負債 1,013 1,388
負債合計 5,438 5,269

【純資産の部】
株主資本 2,247 2,293
資本金 1,920 1,920
資本剰余金 0 0
利益剰余金 329 375
自己株式 ▲ 1 ▲ 1
評価・換算差額等 ▲ 4 3

純資産合計 2,243 2,297
負債純資産合計 7,682 7,567

 ～　損　益　計　算　書　～

科目
前期

自 2011/4/ 1
至 2012/3/31

当期
自 2012/4/ 1
至 2013/3/31

売上高 9,829 百万円 9,580 百万円

売上原価 8,972 8,607
売上総利益 856 972
販売費及び一般管理費 830 899
営業利益 25 73
営業外収益 11 7
営業外費用 28 23
経常利益 9 57
特別利益 － 1
特別損失 2 5
税引前当期純利益 6 54
法人税、住民税及び事業税 4 8
当期純利益 1 45

売上高 9,580百万円 （前期比　 2.5％減）
営業利益 73百万円 （前期比　185.3％増）
経常利益 57百万円 （前期比　514.8％増）
当期純利益 45百万円 （前期は1百万円の当期純利益）

➡

➡
➡
➡

 ～　業　績　概　況　～

　当期は積極的な営業活動を展開してまいりましたが、売上高は若干の
減収となりました。一方、利益面につきましては、合理化等による原価
低減を推進したことにより、営業利益、経常利益、当期純利益は対前期
比増益となりました。

‐ゴム事業‐（売上高　6,069百万円（前期比3.1％減））
　ゴム事業全体の売上高は、成形品による売上高の増加はあったもの
の、ゴムコンパウンド、シート・マットの売上高が減少したこともあ
り、前期を192百万円下回る6,069百万円（前期比3.1％減）となりま
した。

‐樹脂事業‐（売上高　3,341百万円（前期比2.6％減））
　樹脂事業全体の売上高は、リサイクルナイロン等の売上高は増加した
ものの、高機能樹脂コンパウンドにおいて、自動車関連が日中摩擦の影
響等で10月以降の受注が一段と落ち込み、前期を89百万円下回る3,341
百万円（前期比2.6％減）となりました。
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売上高割合

～　ゴ　ム　事　業　～ ～　樹　脂　事　業　～

超速硬化ウレタン樹脂吹き付けシステム
クッションコート（安全対策商品）

高性能導電性樹脂
ECX

成形機用高性能洗浄剤
スーパークリーン

環境にやさしい
リサイクルナイロン

施行前

ウレタンリム　吹きつけ施工

EVA発泡体　10ミリ施工

クッションコート　完成

制電シリコーンケース

耐熱導電ICトレー

制電トレー

導電各種ケース

制電スペーサー

導電モノフィラメント

農耕器具

　学校、幼稚園、保育園、老人施設等々の安全対策に大いに効果を発揮します。

　優れた透水機能を持ったクッ
ションマットに、表面温度を大幅
に低下させたクッションクールを
上市しました。
　夏場の表面温度を10～15℃低
下させます。

（施工例）

スーパークリーン

切替時間
削減樹脂の色換

材料換

射出成形
押出成形機
の洗浄

黒点異物
対策

　クッションコートは「超速硬化ウレタンエラストマー」を使用した、画期的な
安全対策工法です。
　滑りにくく、転んだりぶつけたりしてもケガをしにくい衝撃吸収効果がありま
す。

　ECXは、当社導電性カーボ
ンブラックの複合技術、親水
性ポリマーとのアロイ技術を
駆使した高性能制電性樹脂で、
様々な用途に展開されており
ます。

　スーパークリーンは、日東化工が開発した射出及び押出成形機用の高性能洗
浄剤です。多品種少量生産に伴う色換、樹脂換の洗浄時間と汚除去作業等の労
力を大幅に削減し、品質向上と生産性向上に優れた性能を発揮する高性能洗浄
材です。

　北洋鮭鱒用漁網を再利用した環境配慮樹脂で、20年
以上の実績が有ります。
　自動車向けには、エンジン周りのカバー類やアーム
レスト等、家電向けは、掃除機部品・スイッチ類・ソ
ケット基盤等、その他建材分野など幅広く採用されて
おります。

表面温度を大幅に低下
クッションマットクール

（施工例）

自動車部品



株主の皆様へ会社概要（2013/3/31現在）株式情報（2013/3/31現在）

第86期 日東化工通信
2012/4/1〜2013/3/31

証券コード：5104

黒字を確保できる収益構造の定着と
収益拡大を目指して！！

　株主の皆様におかれましては、格別のご高配を賜り厚く御
礼申し上げます。第86期決算報告をお届けするにあたり、
謹んでご挨拶申し上げます。
　当期における日本経済は景気回復の兆しが見られるものの
先行き不透明な状況が続く中、当社は積極的な営業活動に努
めるとともに合理化等による原価低減を推進したことにより
所期の目標の利益を確保することができました。
　2008年秋のリーマンショックを端緒とする事業環境の急
変により4期無配のやむなきにいたっておりましたが、今般
不十分なレベルながらも復配を果たすことができました。こ
の間の株主皆様の当社へのご理解と厚いご支援に改めてお礼
申し上げる次第です。
　さて、当社は今春「黒字を確保できる収益構造の定着と収
益拡大」を目指す3か年の中期経営計画を策定いたしました。
その重点項目として、「適切な固定費水準の維持」「新規製
品・ユーザー・用途の開拓」さらに「競争力ある生産体制構
築」に努めてまいりますので、一層のご指導ご鞭撻を賜りま
すようお願い申しあげます。

2013年6月

商 号 日東化工株式会社
所 在 地 神奈川県高座郡寒川町一之宮六丁目1番3号
設 立 昭和24年7月1日
資 本 金 19億20百万円
従 業 員 数 235名
主 な 事 業 内 容 各種工業用ゴム・樹脂製品の製造、販売

取締役社長
高瀬　宗救

 役　員（2013/3/31現在）

取 締 役 社 長 高　 瀬　 宗　 救
取 締 役 前　 原　 一　 正
取 締 役 加　 藤　　　　 俊
取 締 役 曽　 根　 一　 祐
取 締 役 西　 岡　 靖　 之
常 勤 監 査 役 江　 頭　 正　 己
監 査 役 浪　 尾　 秀　 治
監 査 役 森　 本　 雄　 二

 株　式　の　状　況
発行可能株式総数 150,000,000株
発行済株式の総数 38,400,000株（自己株式16,813株含む）
株 主 数 4,051名

 株　主　メ　モ
事業年度 4月1日～翌年3月31日
定時株主総会 6月中
株主確定基準日
（1）定時株主総会期末配当金 3月31日
（2）中間配当金 中間配当を行う場合は9月30日

株主名簿管理人
特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

同連絡先
三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部
〒137-8081
東京都江東区東砂七丁目10番11号
電話　0120-232-711（通話料無料）

公告方法

電子公告
ただし、事故その他のやむを得ない
事由によって電子公告が出来ない場
合は、日本経済新聞に掲載致します。
公告掲載URL（http://www.nitto-kk.co.jp）

（ご注意）
1． 株主様の住所変更、単元未満株式の買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されて
いる口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合
せください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り扱い出来ませんのでご注意ください。

2． 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となって
おりますので、上記特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問合せください。なお、三菱UFJ信託銀
行全国各支店にてもお取次ぎいたします。

 関　係　会　社

会社名 資本金 出資比率 主な事業内容

湘南エヌティケー
株式会社 10百万円 100％ ゴム、樹脂製品の販売

及びゴム製品の施工

株式会社愛東 30百万円 50％ ゴム製品の製造
及び販売

PERUBCO  
NITTO KAKO
Co.,Ltd.

1.2百万
ドル 39％ ゴム製品の製造

及び販売
大株主（上位4名）

株主名 持株数（千株） 持株比率（％）
三菱樹脂㈱ 13,909 36.24

愛知タイヤ工業㈱ 2,015 5.25

日東化工取引先持株会 1,327 3.46

三菱UFJ信託銀行㈱ 950 2.48
（注）持株比率は、自己株式（16,813株）を控除して計算しております。

金融商品
取引業者

その他の法人その他の法人
個人・その他個人・その他

金融機関外国法人等所有者別分布状況
■金融機関 1,347,000株
■金融商品取引業者 944,143株
■その他の法人 17,499,940株
■個人・その他 18,486,917株（自己株式含む）
■外国法人等 122,000株
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すようお願い申しあげます。

2013年6月

商 号 日東化工株式会社
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