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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】 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．関連会社については、損益等からみて重要性が乏しいため、持分法を適用した場合の投資損益を算出してお

りません。  

３．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。

４．従業員数は、就業人員数を表示しております。 

回次 
第82期 

第３四半期 
累計期間 

第82期 
第３四半期 
会計期間 

第81期 

会計期間 

自平成20年 
４月１日 

至平成20年 
12月31日 

自平成20年 
10月１日 

至平成20年 
12月31日 

自平成19年 
４月１日 

至平成20年 
３月31日 

売上高（千円） 10,038,450 3,206,511 14,714,867 

経常利益 

又は経常損失（△）（千円） 
△113,700 △94,404 200,939 

当期純利益又は 

四半期純損失（△）（千円） 
△349,147 △330,614 102,858 

持分法を適用した場合の投資利益

（千円） 
－ － － 

資本金（千円） － 1,920,000 1,920,000 

発行済株式総数（株） － 38,400,000 38,400,000 

純資産額（千円） － 2,658,228 3,087,839 

総資産額（千円） － 8,693,241 8,891,991 

１株当たり純資産額（円） － 69.25 80.44 

１株当たり当期純利益金額 

又は四半期純損失金額（△）（円） 
△9.09 △8.61 2.67 

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
－ － － 

１株当たり配当額（円） － － 2.0 

自己資本比率（％） － 30.59 34.7 

営業活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
158,221 － 284,230 

投資活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
△227,121 － △398,461 

財務活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
193,156 － △55,263 

現金及び現金同等物の四半期末 

（期末）残高（千円） 
－ 270,140 145,883 

従業員数（人） － 233 221 
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２【事業の内容】 

 当第３四半期会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更は

ありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

３【関係会社の状況】 

当第３四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

提出会社の状況 

   （注)  従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、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。 

平成20年12月31日現在

従業員数（人） 233 (60) 
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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３四半期会計期間の生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注） 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

(2) 受注状況 

 当第３四半期会計期間における受注状況を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注） 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

(3) 販売実績 

 当第３四半期会計期間の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 当第３四半期会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次の

とおりであります 

事業部門の名称 

当第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日) 

(千円) 

ゴム事業 1,145,999 

樹脂事業 1,175,886 

合計 2,321,886 

事業部門の名称 受注高(千円) 受注残高(千円) 

ゴム事業 1,091,103 251,875 

樹脂事業 960,419 256,471 

合計 2,051,523 508,347 

事業部門の名称 

当第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日) 

(千円) 

ゴム事業 1,818,924 

樹脂事業 1,387,586 

合計 3,206,511 

相手先 

当第３四半期会計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

金額（千円） 割合（％） 

三菱化学㈱ 905,865 28.3  

東洋ゴム工業㈱ 447,777 14.0  

愛知タイヤ工業㈱ 359,281 11.2  
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２【経営上の重要な契約等】 

 該当事項はありません。 

３【財政状態及び経営成績の分析】 

  

第３【設備の状況】 
(1）主要な設備の状況 

 当第３四半期会計期間において、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３四半期会計期間において、前四半期会計期間末において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、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありま

せん。 

 文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。 

(1）業績の状況 

 当第３四半期会計期間における日本経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した世界的金融不安により世界

経済の同時減速が顕在化し、輸出の鈍化、さらに円高による影響で企業収益は悪化し、景気の減速感を一層強める状

況となりました。 

 このような経済情勢の中で、ゴム・樹脂業界におきましても自動車産業の想定を上回る減産および原材料価格の上

昇が続き、当社は収支面では厳しさが増した展開となりました。 

 このような状況の下、当第３四半期会計期間の当社は積極的な営業活動により、販売量の維持・拡大、原材料価格

高騰に対処すべく売値転嫁を推進してきたものの、自動車産業の減産が大きく、ゴムコンパウンド製品および塩ビコ

ンパウンド製品等の減販により、対前年同期比大幅な減収、減益となりました。 

 この結果、当第３四半期会計期間の業績は、売上高は３，２０６百万円、営業損失は△７４百万円、経常損失は△

９４百万円、四半期純損失は△３３０百万円となりました。  

（ゴム事業部門）  

 ゴム加工品は前年同期比並みとなったものの、ゴムコンパウンド製品が、自動車産業の減産等の需要減等により大

幅減販となったため、ゴム事業部門全体の売上高は１，８１８百万円と、前年同期に比べて２７．０％の減収となり

ました。 

（樹脂事業部門）  

 リサイクルナイロン等の樹脂製品は増販となりましたが、塩ビコンパウンド製品及び高機能樹脂コンパウンド製品

は減販となったため、前年同期比減となりました。樹脂事業部門全体の売上高は１，３８７百万円と、前年同期に比

べて、９．４％の減収となりました。 

(2）キャッシュ・フローの状況 

  当第３四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は２７０百万円となりました。

 当第３四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第３四半期会計期間の営業活動による資金の収入は４７百万円となり、前年同期と比べ５６百万円の減少とな

りました。主な要因は、運転資金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３四半期会計期間における投資活動による資金の支出は８６百万円となり、前年同期と比べ１５百万円の減

少となりました。主な要因は、設備投資の支払時期のずれによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第３四半期会計期間における財務活動による収入は２６９百万円となり、前年同期と比べ１３９百万円の増加

となりました。主な要因は、土地購入等で資金を借入したことによるものです。 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第３四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。 

(4）研究開発活動 

 当第３四半期会計期間における研究開発活動の金額は、３９百万円であります。 

 なお、当第３四半期会計期間において、当社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】 

 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】 

    

（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。 

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 150,000,000 

計 150,000,000 

種類 
第３四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成20年12月31日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成21年２月12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 38,400,000 38,400,000 
東京証券取引所 

市場第二部 
単元株式数 1,000株 

計 38,400,000 38,400,000 ― ― 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 

(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額

(千円) 

資本金残高

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

  

平成20年10月１日～ 
平成20年12月31日 

  

― 38,400,000 ― 1,920,000 ― ― 
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（６）【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20年９月30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】 

 （注）１．「完全議決権株式(その他)」の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が、19千株(議決権19個)含まれ

ております。 

２．「単元未満株式」には、当社所有の自己株式254株が含まれております。  

②【自己株式等】 

 （注） 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2,000株(議決権2個)あります。

 なお、当該株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の普通株式に含めております。 

２【株価の推移】 

【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第２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 

(2)役職の異動 

平成20年12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) 

普通株式        13,000
― 単元株式数 1,000株 

完全議決権株式(その他) 普通株式   38,313,000 38,313 同上 

単元未満株式 普通株式    74,000 ― ― 

発行済株式総数 38,400,000 ― ― 

総株主の議決権 ― 38,313 ― 

平成20年12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(％) 

日東化工株式会社 高座郡寒川町一之宮6-1-3 13,000 ― 13,000 0.0 

計 ― 13,000 ― 13,000 0.0 

月別 
平成20年 
４月 

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

高(円) 89 99 107 98 94 84 74 68 63 

低(円) 84 88 87 87 79 70 46 60 45 

役名 職名 氏名 退任年月日 

取締役 
ゴム事業部門長 
兼塩ビ製造部長 

馬 場  善 次 郎 平成20年12月31日 

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日 

取締役 ゴム副事業部門長 取締役 ゴム営業部長 前 原 一 正 平成20年11月１日 

常務取締役 ゴム事業部門長 常務取締役 精練事業部門長 林  芳 孝 平成21年１月１日 
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第５【経理の状況】 

１．四半期財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）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、当第３四半期会計期間（平成20年10月１日から平成

20年12月31日まで）及び当第３四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半期財務諸

表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。 

３．四半期連結財務諸表について 

 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）第５条第２項により、当社

では、子会社の資産、売上高等から見て、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に

重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。 

 なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。 

資産基準     0.5％ 

売上高基準    0.9％ 

利益基準    △0.2％ 

利益剰余金基準  1.6％ 

  

  

2009/02/09 14:07:4308529973/日東化工株式会社/四半期報告書/2008-12-31



１【四半期財務諸表】 
（１）【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 290,140 165,883

受取手形及び売掛金 3,100,808 3,268,260

製品 633,332 496,599

原材料 343,117 372,010

仕掛品 120,362 136,475

その他 248,102 336,551

貸倒引当金 △1,100 △1,300

流動資産合計 4,734,763 4,774,481

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※1  976,381 ※1  1,001,116

機械装置及び運搬具（純額） ※1  1,082,696 ※1  1,198,378

土地 1,575,924 1,504,822

建設仮勘定 72,707 41,265

その他（純額） ※1  61,543 ※1  64,409

有形固定資産合計 3,769,254 3,809,992

無形固定資産   

のれん 28,000 －

その他 2,303 1,073

無形固定資産合計 30,303 1,073

投資その他の資産   

投資有価証券 51,546 58,823

関係会社株式 25,000 25,000

関係会社出資金 55,539 55,539

その他 29,234 171,680

貸倒引当金 △2,400 △4,600

投資その他の資産合計 158,920 306,443

固定資産合計 3,958,478 4,117,509

資産合計 8,693,241 8,891,991

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,074,066 3,087,889

短期借入金 1,610,000 1,340,000

1年内返済予定の長期借入金 500,000 500,000

未払法人税等 8,628 50,593

賞与引当金 64,600 145,300

その他 431,299 310,768

流動負債合計 5,688,593 5,434,551

固定負債   

退職給付引当金 289,020 316,100

役員退職慰労引当金 57,400 53,500

固定負債合計 346,420 369,600

負債合計 6,035,013 5,804,151
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,920,000 1,920,000

資本剰余金 19 19

利益剰余金 741,133 1,167,055

自己株式 △1,791 △1,721

株主資本合計 2,659,361 3,085,352

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,133 2,486

評価・換算差額等合計 △1,133 2,486

純資産合計 2,658,228 3,087,839

負債純資産合計 8,693,241 8,891,991
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（２）【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年12月31日) 

売上高 10,038,450

売上原価 9,277,790

売上総利益 760,660

販売費及び一般管理費 ※  845,667

営業損失（△） △85,007

営業外収益  

受取利息 366

受取配当金 1,762

その他 11,953

営業外収益合計 14,082

営業外費用  

支払利息 22,242

その他 20,602

営業外費用合計 42,845

経常損失（△） △113,770

特別損失  

固定資産売却損 5,422

固定資産除却損 4,354

特別損失合計 9,777

税引前四半期純損失（△） △123,547

法人税、住民税及び事業税 2,700

法人税等調整額 222,900

法人税等合計 225,600

四半期純損失（△） △349,147
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【第３四半期会計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 3,206,511

売上原価 3,000,411

売上総利益 206,099

販売費及び一般管理費 ※  280,637

営業損失（△） △74,537

営業外収益  

受取利息 91

受取配当金 353

その他 2,156

営業外収益合計 2,602

営業外費用  

支払利息 7,698

その他 14,770

営業外費用合計 22,469

経常損失（△） △94,404

特別損失  

固定資産除却損 2,010

特別損失合計 2,010

税引前四半期純損失（△） △96,414

法人税、住民税及び事業税 1,500

法人税等調整額 232,700

法人税等合計 234,200

四半期純損失（△） △330,614
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △123,547

減価償却費 302,659

固定資産売却損益（△は益） 5,422

固定資産除却損 4,354

投資有価証券評価損益（△は益） 955

退職給付引当金の増減額（△は減少） △27,080

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,900

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,400

賞与引当金の増減額（△は減少） △80,700

受取利息及び受取配当金 △2,128

支払利息 20,020

売上債権の増減額（△は増加） 167,451

たな卸資産の増減額（△は増加） △94,922

その他の流動資産の増減額（△は増加） 11,668

仕入債務の増減額（△は減少） △37,491

未払費用の増減額（△は減少） 25,680

その他の流動負債の増減額（△は減少） 45,165

小計 219,006

利息及び配当金の受取額 2,128

利息の支払額 △20,227

法人税等の支払額 △42,687

営業活動によるキャッシュ・フロー 158,221

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 △201,262

固定資産の売却による収入 4,140

無形固定資産の取得による支出 △30,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △227,121

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 270,000

配当金の支払額 △76,773

自己株式の純増減額（△は増加） △69

財務活動によるキャッシュ・フロー 193,156

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 124,256

現金及び現金同等物の期首残高 145,883

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  270,140
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】 

【簡便な会計処理】 

    

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】 

 該当事項はありません。 

     

【追加情報】 

  
当第３四半期累計期間 

（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

１．会計処理基準に関する事

項の変更 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企

業会計基準第９号）を第１四半期会計期間

から適用し、評価基準については、主とし

て総平均法による原価法から、主として総

平均法による原価法（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。

この変更に伴う損益に与える影響は軽微で

あります。 

  
当第３四半期累計期間 

（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

一般債権の貸倒見積高の算定

方法 

 当第３四半期累計期間末の貸倒実績率等

が前四半期会計期間末に算定したものと著

しい変化がないと認められるため、前四半

期会計期間末の貸倒実績率等を使用して貸

倒見積高を算定しております。 

当第３四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

(有形固定資産の耐用年数の変更) 

 当社の機械装置については、従来、ゴム製品製造設備

については、耐用年数を主に10年としていたものに関し

ては、第１四半期会計期間より法人税法の改正を契機と

し見直しを行い、9年に変更しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 
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【注記事項】 

（四半期貸借対照表関係） 

（四半期損益計算書関係） 

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末 
(平成20年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は6,243,329千円で

あります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は6,132,527千円で

あります。 

 ２ 偶発債務  ２ 偶発債務 

受取手形割引高  216,247千円

受取手形裏書譲渡高     79,567千円

受取手形割引高 100,000千円

受取手形裏書譲渡高 44,122千円

当第３四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

※ 販売費及び一般管理費のうち、主要な項目及び金額

は次のとおりであります。 

イ 販売費 

運賃       146,174千円

荷造費         72,234千円

給料        106,435千円

賞与        42,260千円

賞与引当金繰入額        △8,829千円

業務委託料         52,087千円

ロ 一般管理費 

役員報酬         42,960千円

給料         84,860千円

賞与         33,574千円

賞与引当金繰入額       △12,628千円

法定保険料         18,109千円

役員退職慰労引当金繰入額        12,900千円

賃借料         27,053千円

諸手数料         19,995千円

業務委託費     17,406千円

当第３四半期会計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

※ 販売費及び一般管理費のうち、主要な項目及び金額

は次のとおりであります。 

イ 販売費 

運賃        49,471千円

荷造費       21,846千円

給料        35,552千円

賞与        18,668千円

賞与引当金繰入額       △8,522千円

業務委託料         17,626千円

ロ 一般管理費 

役員報酬         15,060千円

給料         26,770千円

賞与         16,822千円

賞与引当金繰入額       △12,189千円

法定保険料         5,714千円

役員退職慰労引当金繰入額          4,100千円

賃借料         8,559千円

諸手数料          1,277千円

業務委託費         11,221千円
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

（株主資本等関係） 

当第３四半期会計期間末（平成20年12月31日）及び当第３四半期累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20

年12月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

  

２．自己株式の種類及び株式数 

  

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 

    

（有価証券関係） 

有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業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） 

該当事項はありません。 

    

（持分法損益等） 

該当事項はありません。  

  

（ストック・オプション等関係） 

該当事項はありません。  

当第３四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年12月31日現在）

  （千円）

現金及び預金勘定 290,140

預入期間が３か月を超える定期預金 △20,000

現金及び現金同等物 270,140

普通株式  38,400,000株 

普通株式  14,054株 

（決議） 

株式の種類 
配当金の総額

（千円） 

１株当たり

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成20年６月26日 

定時株主総会 
普通株式 76,773 2.0  平成20年３月31日  平成20年６月26日 利益剰余金 
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（１株当たり情報） 

１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純損失金額 

 （注） １株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。  

      

（リース取引関係） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引について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、当四半期会計期間末におけるリース取引残高は前事業年度末に比べて著しい変動が認められないため、記載し

ておりません。  

    

２【その他】 

該当事項はありません。  

  

当第３四半期会計期間末 
（平成20年12月31日） 

前事業年度末 
（平成20年３月31日） 

１株当たり純資産額 69.25 円 １株当たり純資産額 80.44 円

当第３四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

 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、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株当たり四半期純損失金額 9.09 円

 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、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株当たり四半期純損失金額 8.61 円

  
当第３四半期累計期間 

（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

１株当たり四半期純損失金額     

四半期純損失（千円） △349,147 △330,614 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 

普通株式に係る四半期純損失（千円） △349,147 △330,614 

期中平均株式数（株） 38,386,587 38,386,146 
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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２月12日

日 東 化 工 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

新日本有限責任監査法人 

 
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 田 櫓  孝 次  印 

 
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 布 施 木 孝 叔  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」に掲げられている日東化工株式

会社の平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの第８２期事業年度の第３四半期会計期間（平成２０年１０月

１日から平成２０年１２月３１日まで）及び第３四半期累計期間（平成２０年４月１日から平成２０年１２月３１日ま

で）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・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

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、日東化工株式会社の平成２０年１２月３１日現在の財政状態、同日をもって終

了する第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期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、その原本は当社が別途保管しております。 

    ２．四半期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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