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平成１９年１１月期 第３四半期財務・業績の概況（非連結） 

平成１９年１０月１２日

上 場 会 社 名 アサヒ衛陶株式会社 上場取引所 大証二部 

コ ー ド 番 号 ５３４１ ＵＲＬ h t tp ://www. as ah i e i t o . co . j p/ 

代 表 者 (役職名) 取 締 役 社 長 (氏 名) 今 田  和 宏  

問合せ先責任 (役職名) 取締役管理グループ長 (氏 名) 坪   幸 一 ＴＥＬ ( 072 )  362-5235 

 

 （百万円未満切捨て）

１．平成19年11月期第３四半期の業績（平成18年12月１日～平成19年８月31日） 

(1)経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

 売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年11月期第3四半期 3,861 △2.0 △56 ─ △69 ─ △44 ─ 

18年11月期第3四半期 3,940 1.0 △15 ─ △28 ─ △36 ─ 

18年11月期 5,255  △42  △56  △114  

 

 
１株当たり四半期 
(当期)純利益 

潜在株式調整後1株当たり

四半期(当期)純利益 

 円 銭 円 銭

19年11月期第3四半期 △ 3 68    ──── 

18年11月期第3四半期 △ 3 07    ──── 

18年11月期 △ 9 60    ──── 

 

(2)財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

19年11月期第3四半期 3,820 1,903 49.8 158 75 

18年11月期第3四半期 4,209 2,044 48.6 170 40 

18年11月期 4,302 1,962 45.6 163 62 

 

(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
投資活動による 

キャッシュ・フロー
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物
四半期末(期末)残高

 百万円 百万円 百万円 百万円

19年11月期第3四半期 △44 △13 △277 318 

18年11月期第3四半期 △114 △42 28 464 

18年11月期 △98 △49 209 653 

 

 



アサヒ衛陶㈱（5341） 平成 19 年 11 月期第３四半期財務・業績の概況 
 

 - 2 -

２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 第３四半期末 

 円 銭

19年11月期第3四半期    ──── 

18年11月期第3四半期    ──── 

 

３．平成19年11月期の業績予想（平成18年12月1日～平成19年11月30日）【参考】 

 （％表示は対期増減率）

 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通 期 5,044 △4.0 △121 ─ △129 ─ △114 ─ △9 52

 

４．その他 

 (1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無：有 

 （内容）たな卸高の算定、引当金の計上基準、法人税等の計上基準等 

 (2) 最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無：有 

 （注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

 

 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  上記の業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績 

 は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は､添付資料３ペー

 ジをご参照ください。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期は新設住宅着工戸数の減少、企業間価格競争の激化と原材料などの素材価格の高騰が続いている厳

しい状況下であります。こうした状況の中、衛生機器売上高は2,148百万円と前年同四半期比0.2%増加、洗面機器

売上高は1,713百万円と前年同四半期比4.6%減少となりました。その結果、当第３四半期の売上高は3,861百万円と

前年同四半期比2.0%減少し、コストアップも吸収できず営業損失は56百万円、経常損失は69百万円、四半期純損失

は44百万円を計上することとなりました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

 (1)資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期末の総資産は前事業年度末に比べ481百万円減少し、3,820百万円となりました。これは主に現金及

び預金が335百万円、売掛金が83百万円それぞれ減少したことによるものであります。 

負債につきましては前事業年度末に比べ422百万円減少し、1,917百万円となりました。これは主に長期借入金が

277百万円減少したことによるものであります。 

純資産につきましては前事業年度末に比べ59百万円減少し、1,903百万円となりました。これはその他有価証券

評価差額金14百万円の減少と四半期純損失の計上による株主資本の減少によるものであります。 

 

 (2)キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）残高は前事業年度末より335百万円減少し318

百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては売上債権の減少104百万円に対し、たな

卸資産の増加58百万円、仕入債務の減少57百万円などにより44百万円の資金の減少となりました。投資活動による

キャッシュ・フローにつきましては有形固定資産の取得による支出29百万円と長期貸付金の回収による収入22百万

円などにより13百万円の資金の減少となりました。財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては長期借入金

の純減少額により277百万円の資金の減少となりました。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

当第３四半期における業績等の動向を踏まえ、業績予想の見直しを行った結果、平成19年７月25日に当社中間決

算短信にて公表いたしました平成19年11月期通期業績予想は下記のとおり修正いたします。 

詳細につきましては平成19年10月12日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 百万円

前回発表予想 (Ａ) 5,389 22 10 25 

今回修正予想 (Ｂ) 5,044 △121 △129 △114 

増 減 額 (Ｂ－Ａ) △345 △143 △139 △139 

増 減 率 (％) △6.4 － － － 

 

４．その他 

 (1)会計処理の方法における簡便な方法の採用 

 たな卸高の算定、引当金の計上基準、法人税等の計上基準等 

 

 (2)最近事業年度からの会計処理の方法の変更 

法人税法の改正に伴い、平成19年４月１日以後に取得した有形固定資産について改正後の減価償却の方法に変更

しております。なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。 
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５.（要約）四半期財務諸表 

 (1)（要約）四半期貸借対照表 (単位：千円，％)

前年同四半期末 
(平成18年11月期 
第３四半期末) 

当四半期末 
(平成19年11月期 
第３四半期末) 

増 減 
(参考) 前期末 

(平成18年11月期末)科 目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産  

１．現金及び預金 464,762 318,296 △146,466  653,918

２．受取手形 781,442 752,896 △28,546  773,771

３．売掛金 624,251 600,102 △24,149  683,472

４．商品・製品 523,862 491,387 △32,475  435,767

５．仕掛品 30,952 30,568 △384  31,786

６．原材料・貯蔵品 28,430 29,936 1,505  25,955

７．短期貸付金 30,380 16,500 △13,880  28,320

８．その他 18,735 13,005 △5,730  20,256

貸倒引当金 △2,700 △2,500 200  △2,850

流動資産合計 2,500,118 2,250,191 △249,926 △10.0 2,650,399

Ⅱ 固定資産  

１．有形固定資産  

(1）建物・構築物 718,201 666,070 △52,130  703,079

(2）機械及び装置 206,365 172,552 △33,813  188,786

(3）車輌･工具器具及
び備品 

64,229 52,915 △11,314  54,586

(4）土地 540,166 540,166 ―  540,166

(5）建設仮勘定 2,947 ― △2,947  252

有形固定資産合計 1,531,911 1,431,705 △100,206 △6.5 1,486,871

２．無形固定資産  

(1）借地権 9,210 9,210 ―  9,210

(2）ソフトウェア 17,738 7,636 △10,102  15,212

(3）その他 5,613 5,597 △15  5,609

無形固定資産合計 32,562 22,444 △10,117 △31.1 30,032

３．投資その他の資産  

(1）投資有価証券 78,518 61,516 △17,001  74,302

(2）長期貸付金 36,500 20,000 △16,500  31,000

(3）破産債権等 63,370 62,783 △586  63,097

(4）団体生命保険掛
込金 

20,928 22,925 1,996  20,928

(5）その他 8,878 12,087 3,209  8,754

貸倒引当金 △63,126 △62,677 448  △62,952

投資その他資産合計 145,069 116,635 △28,433 △19.6 135,131

固定資産合計 1,709,543 1,570,785 △138,757 △8.1 1,652,035

資産合計 4,209,661 3,820,977 △388,684 △9.2 4,302,434
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(単位：千円，％)

前年同四半期末 
(平成18年11月期 
第３四半期末) 

当四半期末 
(平成19年11月期 
第３四半期末) 

増 減 
(参考) 前期末 

(平成18年11月期末)科 目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

（負債の部）  

Ⅰ 流動負債  

１．支払手形 54,301 46,960 △7,340  61,659

２．買掛金 297,786 220,814 △76,972  263,394

３．短期借入金 819,016 695,636 △123,380  825,388

４．未払金 74,613 88,875 14,262  98,815

５．未払費用 6,777 5,885 △892  31,201

６．未払法人税等 9,347 9,497 149  13,592

７．未払消費税等 ― ― ―  13,157

８．預り金 8,371 5,294 △3,076  2,826

９．賞与引当金 14,000 13,730 △270  3,470

10．その他 29,594 8,422 △21,172  5,589

流動負債合計 1,313,808 1,095,115 △218,692 △16.6 1,319,093

Ⅱ 固定負債  

１．長期借入金 593,859 620,571 26,712  767,913

２．繰延税金負債 3,052 ― △3,052  919

３．退職給付引当金 167,884 150,581 △17,302  163,404

４．役員退職慰労引当
金 

34,750 ― △34,750  35,955

５．預り営業保証金 51,880 50,830 △1,050  52,191

固定負債合計 851,425 821,982 △29,442 △3.5 1,020,383

負債合計 2,165,233 1,917,098 △248,134 △11.5 2,339,477

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

１．資本金 1,384,000 1,384,000 ―  1,384,000

２．資本剰余金  

(1）資本準備金 346,539 346,539 ―  346,539

(2）その他資本剰余
金 

346,297 231,337 △114,959  346,297

資本剰余金合計 692,836 577,877 △114,959  692,836

３．利益剰余金  

(1）その他利益剰余
金 

 

繰越利益剰余金 △36,722 △44,173 △7,450  △114,959

利益剰余金合計 △36,722 △44,173 △7,450  △114,959

４．自己株式 △264 △766 △502  △300

株主資本合計 2,039,850 1,916,937 △122,912 △6.0 1,961,577

Ⅱ 評価・換算差額等  

１．その他有価証券評
価差額金 

4,578 △13,058 △17,637  1,379

評価・換算差額等合
計 

4,578 △13,058 △17,637 △385.2 1,379

純資産合計 2,044,428 1,903,878 △140,550 △6.9 1,962,957

負債、純資産合計 4,209,661 3,820,977 △388,684 △9.2 4,302,434
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 (2)（要約）四半期損益計算書 (単位：千円，％)

前年同四半期 
(平成18年11月期 

第３四半期) 

当四半期 
(平成19年11月期 

第３四半期) 
増 減 

(参考) 前期 
(平成18年11月期)科 目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

Ⅰ 売上高 3,940,892 3,861,901 △78,990 △2.0 5,255,721

Ⅱ 売上原価 2,865,614 2,853,529 △12,084 △0.4 3,854,522

売上総利益 1,075,278 1,008,372 △66,906 △6.2 1,401,199

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,090,655 1,065,054 △25,601 △2.3 1,443,506

 営業損失 15,377 56,682 41,304 ― 42,307

Ⅳ 営業外収益 25,261 23,824 △1,437 △5.7 32,919

１．受取利息・受取配当
金 

1,687 1,976 289  2,299

２．その他 23,573 21,847 △1,726  30,619

Ⅴ 営業外費用 38,406 37,037 △1,368 △3.6 47,362

１．支払利息 19,960 22,268 2,308  26,763

２．その他 18,445 14,768 △3,676  20,598

経常損失 28,522 69,895 41,372 ― 56,750

Ⅵ 特別利益 ― 36,579 36,579 ― 3,695

１．役員退職慰労引当金
取崩益 

― 35,955 35,955  ―

２．固定資産売却益 ― ― ―  1,008

３．投資有価証券売却益 ― ― ―  657

４．貸倒引当金戻入額 ― 624 624  2,029

Ⅶ 特別損失 ― 2,857 2,857 ― 51,004

１．固定資産除却損 ― 2,857 2,857  17,670

２．たな卸資産除却損 ― ― ―  15,195

３．たな卸資産評価損 ― ― ―  18,138

税引前四半期（当
期）純損失 

28,522 36,173 7,650 ― 104,059

法人税、住民税及び
事業税 

8,200 8,000 △200 △2.4 10,900

四半期(当期)純損失 36,722 44,173 7,450 ― 114,959
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 (3)（要約）四半期株主資本等変動計算書 

 前第３四半期（自 平成17年12月１日 至 平成18年８月31日） (単位：千円)

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益
剰余金 

 
資本金 

資本準備金
その他資本
剰余金 

資本剰余金
合計 

繰越利益剰
余金 

利益剰余金
合計 

自己株式 
株主資本合
計 

平成17年11月30日残高 1,384,000 346,539 565,718 912,257 △237,917 △237,917 △8,706 2,049,633

当四半期の変動額    

その他資本剰余金の取崩し  △237,917 △237,917 237,917 237,917  －

四半期純損失(△)  △36,722 △36,722  △36,722

自己株式の取得   △11 △11

自己株式の処分  18,496 18,496  8,453 26,950

株主資本以外の項目の当四半期
の変動額（純額） 

   

当四半期の変動額合計 － － △219,420 △219,420 201,195 201,195 8,442 △9,783

平成18年８月31日残高 1,384,000 346,539 346,297 692,836 △36,722 △36,722 △264 2,039,850
         
 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

純資産合計 

平成17年11月30日残高 11,590 11,590 2,061,224

当四半期の変動額  

その他資本剰余金の取崩し  －

四半期純損失(△)  △36,722

自己株式の取得  △11

自己株式の処分  26,950

株主資本以外の項目の当四半期
の変動額（純額） 

△7,011 △7,011 △7,011

当四半期の変動額合計 △7,011 △7,011 △16,795

平成18年８月31日残高 4,578 4,578 2,044,428
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 当第３四半期（自 平成18年12月１日 至 平成19年８月31日） (単位：千円)

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益
剰余金 

 
資本金 

資本準備金
その他資本
剰余金 

資本剰余金
合計 

繰越利益剰
余金 

利益剰余金
合計 

自己株式 
株主資本合
計 

平成18年11月30日残高 1,384,000 346,539 346,297 692,836 △114,959 △114,959 △300 1,961,577

当四半期の変動額    

その他資本剰余金の取崩し  △114,959 △114,959 114,959 114,959  －

四半期純損失（△）  △44,173 △44,173  △44,173

自己株式の取得   △466 △466

株主資本以外の項目の当四半期
の変動額（純額）    

当四半期の変動額合計 － － △114,959 △114,959 70,786 70,786 △466 △44,639

平成19年８月31日残高 1,384,000 346,539 231,337 577,877 △44,173 △44,173 △766 1,916,937
         
 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

純資産合計 

平成18年11月30日残高 1,379 1,379 1,962,957

当四半期の変動額  

その他資本剰余金の取崩し  －

四半期純損失（△）  △44,173

自己株式の取得  △466

株主資本以外の項目の当四半期
の変動額（純額） △14,438 △14,438 △14,438

当四半期の変動額合計 △14,438 △14,438 △59,078

平成19年８月31日残高 △13,058 △13,058 1,903,878
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 前事業年度（自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日） (単位：千円)

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益
剰余金 

 
資本金 

資本準備金
その他資本
剰余金 

資本剰余金
合計 

繰越利益剰
余金 

利益剰余金
合計 

自己株式 
株主資本合
計 

平成17年11月30日残高 1,384,000 346,539 565,718 912,257 △237,917 △237,917 △8,706 2,049,633

事業年度中の変動額    

その他資本剰余金の取崩し  △237,917 △237,917 237,917 237,917  －

当期純損失(△)  △114,959 △114,959  △114,959

自己株式の取得   △47 △47

自己株式の処分  18,496 18,496  8,453 26,950

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額） 

   

事業年度中の変動額合計 － － △219,420 △219,420 122,958 122,958 8,406 △88,056

平成18年11月30日残高 1,384,000 346,539 346,297 692,836 △114,959 △114,959 △300 1,961,577

         
 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

純資産合計 

平成17年11月30日残高 11,590 11,590 2,061,224

事業年度中の変動額  

その他資本剰余金の取崩し  －

当期純損失(△)  △114,959

自己株式の取得  △47

自己株式の処分  26,950

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額） 

△10,210 △10,210 △10,210

事業年度中の変動額合計 △10,210 △10,210 △98,266

平成18年11月30日残高 1,379 1,379 1,962,957
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 (4)（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書  (単位：千円)

 

前年同四半期 

(平成18年11月期 

第３四半期) 

当四半期 

(平成19年11月期 

第３四半期) 

(参考) 前期 

(平成 18 年 11 月期) 

区   分 金  額 金  額 金  額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期(当期)純利益（△純損失） △28,522 △36,173 △104,059

減価償却費 103,158 88,759 140,960

貸倒引当金の減少額 △2,184 △624 △2,208

賞与引当金の増加額（△減少額） 10,240 10,260 △290

退職給付引当金の減少額 △11,344 △12,822 △15,824

役員退職慰労引当金の増加額（△減少額） 3,525 △35,955 4,730

受取利息及び受取配当金 △1,687 △1,976 △2,299

支払利息 19,960 22,268 26,763

投資有価証券売却益 ─ ─ △657

固定資産売却益 ─ ─ △1,008

固定資産除却損 ─ 2,857 17,670

売上債権の減少額（△増加額） △19,450 104,245 △70,999

たな卸資産の減少額（△増加額） △8,542 △58,381 81,193

仕入債務の増加額（△減少額） 25,285 △57,278 △1,748

その他 △175,286 △38,031 △134,823

小計 △84,847 △12,851 △62,601

利息及び配当金の受取額 1,687 1,976 2,299

利息の支払額 △19,960 △22,268 △26,763

法人税等の支払額 △11,588 △11,021 △11,544

営業活動によるキャッシュ・フロー △114,708 △44,165 △98,609

Ⅱ 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 △39,283 △29,127 △59,891

有形固定資産の売却による収入 ─ ─ 5,775

投資有価証券の取得による支出 △29,565 △2,572 △30,816

投資有価証券の売却による収入 ─ ─ 793

短期貸付金による支出 ─ ─ △400

短期貸付金の回収による収入 ─ 320 80

長期貸付金の回収による収入 26,313 22,500 33,813

その他 325 △5,015 1,102

投資活動によるキャッシュ・フロー △42,209 △13,895 △49,543

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 350,000 80,000 650,000

長期借入金の返済による支出 △347,967 △357,094 △467,541

自己株式取得による支出 ─ △466 △47

自己株式売却による収入 26,950 ─ 26,950

その他 △11 ─ ─

財務活動によるキャッシュ・フロー 28,971 △277,560 209,361

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額） △127,947 △335,621 61,208

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 592,710 653,918 592,710

Ⅵ 現金及び現金同等物の第3四半期末(期末)残高 464,762 318,296 653,918

 




