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平成２０年１１月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

平成２０年４月１１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  

問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長 (氏 名) 森 脇   隆 ＴＥＬ ( 072 )  362-5235 

 

 （百万円未満切捨て）

１．平成20年11月期第１四半期の業績（平成19年12月１日～平成20年２月29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 ％

20年11月期第1四半期 1,195 △8.9 △24 ─ △33 ─ △34 ─ 

19年11月期第1四半期 1,313 △0.2 △2 ─ △5 ─ △9 ─ 

19年11月期 5,032  △123  △132  △135  

 

 
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

20年11月期第1四半期 △ 2 89    ──── 

19年11月期第1四半期 △ 0 78    ──── 

19年11月期 △ 11 26    ──── 

 

(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

20年11月期第1四半期 3,801 1,778 46.8 148 29 

19年11月期第1四半期 4,265 1,952 45.8 162 72 

19年11月期 3,817 1,822 47.7 151 97 

 

(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

期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

20年11月期第1四半期 △82 △12 △71 324 

19年11月期第1四半期 3 △6 △42 607 

19年11月期 11 △11 △161 491 

 

２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 第１四半期末 

 円 銭

19年11月期第1四半期    ──── 

20年11月期第1四半期    ──── 

 

３．平成20年11月期の業績予想（平成19年12月1日～平成20年11月30日）【参考】 

(％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)

 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

中 間 期 2,700 1.1 11 ─ 0 ─ △5 ─ △0 42 

通 期 5,083 1.0 37 ─ 16 ─ 5 ─ 0 42 
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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 

 (2) 最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無：無 

 

 [（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。 
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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１四半期はおけるわが国経済は、サブプライムローン問題による金融市場への影響や原油及び原材料価格の高騰

から日用品の値上がりなど、先行きに不透明感が強まりつつある状況で推移いたしました。 

住宅関連業界におきましては、改正建築基準法の影響により新設住宅着工戸数が前年を下回る状況が続いており、依

然として厳しい環境下にあります。 

こうした状況の中、衛生機器売上高は641百万円と前年同四半期比10.7%減少、洗面機器売上高は553百万円と前年同

四半期比6.8%減少となりました。その結果、当第１四半期の売上高は1,195百万円と前年同四半期比8.9%減少し、コス

トアップも吸収できず営業損失は24百万円、経常損失は33百万円、四半期純損失は34百万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１四半期末の総資産は前事業年度末に比べ16百万円減少し、3,801百万円となりました。これは主に現金及び預

金166百万円の減少と、売掛金22百万円、商品・製品122百万円のそれぞれ増加したことによるものであります。 

負債は前事業年度末に比べ27百万円増加し、2,022百万円となりました。これは主に買掛金124百万円の増加と、短期

借入金15百万円、長期借入金55百万円のそれぞれ減少したことによるものであります。 

純資産は前事業年度末に比べ44百万円減少し、1,778百万円となりました。これはその他有価証券評価差額金9百万円

の減少と四半期純損失34百万円の計上によるものであります。 

 

 (2)キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前事業年度末に比べ166百万円減少し、324百

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35百万円、たな卸資産123百万円の

それぞれ増加と、仕入債務122百万円の増加などにより82百万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14百万円と長期貸付金の回収による収入4百万円などによ

り12百万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71百万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 

中間期・通期の業績予想につきましては、平成20年１月23日に当社決算短信にて公表いたしました平成20年11月期の

業績予想に変更はありません。 

なお、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

 

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 

該当事項はありません。 
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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19年11月期 
第１四半期末) 

当四半期末 
(平成20年11月期 
第１四半期末) 

増 減 
(参考) 前期末 

(平成19年11月期末) 科 目 

金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 増減率 金  額 構成比

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金 607,886 324,930 △282,956  491,571

２．受取手形 748,432 656,197 △92,234  642,907

３．売掛金 713,972 636,078 △77,894  613,659

４．商品・製品 464,964 577,600 112,635  455,148

５．仕掛品 30,077 34,050 3,973  32,302

６．原材料・貯蔵品 31,901 24,428 △7,473  25,204

７．短期貸付金 25,160 12,500 △12,660  14,000

８．その他 16,201 20,803 4,601  15,601

貸倒引当金 △2,700 △300 2,400  △2,300

流動資産合計 2,635,897 61.8 2,286,289 60.1 △349,608 △13.3 2,288,095 59.9

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

(1）建物・構築物 690,742 647,854 △42,887  650,584

(2）機械及び装置 183,754 158,463 △25,290  165,433

(3）車輌･工具器具及び
備品 

53,801 52,449 △1,352  45,268

(4）土地 540,166 540,166 ―  540,166

(5）建設仮勘定 600 ― △600  ―

有形固定資産合計 1,469,065 34.4 1,398,934 36.8 △70,130 △4.8 1,401,453 36.7

２．無形固定資産   

(1）借地権 9,210 9,210 ―  9,210

(2）ソフトウェア 12,687 3,468 △9,218  5,110

(3）その他 5,605 5,589 △15  5,593

無形固定資産合計 27,503 0.7 18,268 0.5 △9,234 △33.6 19,915 0.5

３．投資その他の資産   

(1）投資有価証券 73,003 47,702 △25,300  55,308

(2）長期貸付金 26,500 14,000 △12,500  17,000

(3）破産債権等 62,955 62,632 △323  62,721

(4）団体生命保険掛込
金 

21,428 24,423 2,995  23,674

(5）その他 12,062 11,682 △379  12,087

貸倒引当金 △62,809 △62,525 284  △62,615

投資その他の資産合計 133,139 3.1 97,914 2.6 △35,224 △26.5 108,176 2.9

固定資産合計 1,629,708 38.2 1,515,118 39.9 △114,590 △7.0 1,529,545 40.1

資産合計 4,265,606 100.0 3,801,407 100.0 △464,198 △10.9 3,817,640 100.0
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(単位：千円，％)

前年同四半期末 
(平成19年11月期 
第１四半期末) 

当四半期末 
(平成20年11月期 
第１四半期末) 

増 減 
(参考) 前期末 

(平成19年11月期末) 科 目 

金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 増減率 金  額 構成比

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．支払手形 86,548 14,518 △72,030  16,162

２．買掛金 297,758 312,407 14,649  187,981

３．短期借入金 791,002 675,667 △115,335  691,460

４．未払金 87,080 107,887 20,807  107,832

５．未払費用 10,417 10,161 △256  29,194

６．未払法人税等 4,568 4,263 △305  13,657

７．未払消費税等 ― ― ―  3,263

８．預り金 3,228 3,225 △2  2,534

９．賞与引当金 13,600 14,520 920  3,550

10．その他 11,959 10,189 △1,769  6,281

流動負債合計 1,306,162 30.6 1,152,840 30.3 △153,322 △11.7 1,061,919 27.8

Ⅱ 固定負債   

１．長期借入金 759,425 685,608 △73,817  740,837

２．退職給付引当金 159,832 136,057 △23,774  143,889

３．役員退職慰労引当金 37,160 ― △37,160  ―

４．預り営業保証金 50,830 48,404 △2,425  48,404

固定負債合計 1,007,247 23.6 870,070 22.9 △137,176 △13.6 933,131 24.5

負債合計 2,313,409 54.2 2,022,910 53.2 △290,499 △12.6 1,995,050 52.3

（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 231,337 96,288 △135,049  231,337

資本剰余金合計 577,877 442,828 △135,049  577,877

３．利益剰余金   

(1）その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △9,353 △34,705 △25,352  △135,049

利益剰余金合計 △9,353 △34,705 △25,352  △135,049

４．自己株式 △300 △766 △466  △766

株主資本合計 1,952,224 45.8 1,791,355 47.1 △160,868 △8.2 1,826,061 47.8

Ⅱ 評価・換算差額等   

１．その他有価証券評価
差額金 

△27 △12,858 △12,830  △3,471

評価・換算差額等合計 △27 △0.0 △12,858 △0.3 △12,830 ― △3,471 △0.1

純資産合計 1,952,196 45.8 1,778,497 46.8 △173,699 △8.9 1,822,590 47.7

負債、純資産合計 4,265,606 100.0 3,801,407 100.0 △464,198 △10.9 3,817,640 100.0
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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19年11月期 

第１四半期) 

当四半期 
(平成20年11月期 

第１四半期) 
増 減 

(参考) 前期 
(平成19年11月期) 科 目 

金  額 百分比 金  額 百分比 金  額 増減率 金  額 百分比

Ⅰ 売上高 1,313,008 100.0 1,195,553 100.0 △117,454 △8.9 5,032,098 100.0

Ⅱ 売上原価 967,706 73.7 887,810 74.3 △79,895 △8.3 3,737,734 74.3

売上総利益 345,302 26.3 307,742 25.7 △37,559 △10.9 1,294,364 25.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 347,548 26.5 332,587 27.8 △14,961 △4.3 1,418,239 28.2

 営業損失 2,246 0.2 24,844 2.1 22,597 ― 123,875 2.5

Ⅳ 営業外収益 9,458 0.7 5,533 0.5 △3,925 △41.5 38,042 0.8

１．受取利息・受取配当
金 

518 416 △101  2,461

２．その他 8,940 5,116 △3,823  35,581

Ⅴ 営業外費用 12,625 0.9 14,082 1.2 1,457 11.5 46,476 0.9

１．支払利息 7,855 7,869 13  27,433

２．その他 4,769 6,213 1,443  19,043

経常損失 5,413 0.4 33,394 2.8 27,980 ― 132,309 2.6

Ⅵ 特別利益 292 0.0 2,089 0.2 1,797 614.7 36,841 0.7

１．役員退職慰労引当金
取崩益 

― ― ―  35,955

２．貸倒引当金戻入額 292 2,089 1,797  886

Ⅶ 特別損失 1,531 0.1 701 0.1 △830 △54.2 28,881 0.6

１．固定資産除却損 1,531 701 △830  12,194

２．投資有価証券評価損 ― ― ―  16,686

税引前四半期（当
期）純損失 

6,653 0.5 32,005 2.7 25,352 ― 124,349 2.5

法人税、住民税及び
事業税 

2,700 0.2 2,700 0.2 ― ― 10,700 0.2

四半期(当期)純損失 9,353 0.7 34,705 2.9 25,352 ― 135,049 2.7
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 (3)（要約）四半期株主資本等変動計算書 

 前年同四半期（自 平成18年12月１日 至 平成19年２月28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

当四半期中の変動額    

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(△)  △9,353 △9,353  △9,353

自己株式の取得    

株主資本以外の項目の当四半期
中の変動額（純額） 

   

当四半期中の変動額合計 － － △114,959 △114,959 105,606 105,606  △9,353

平成19年２月28日残高 1,384,000 346,539 231,337 577,877 △9,353 △9,353 △300 1,952,224

 

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

当四半期中の変動額  

その他資本剰余金の取崩し  －

四半期純損失(△)  △9,353

自己株式の取得  

株主資本以外の項目の当四半期
中の変動額（純額） 

△1,407 △1,407 △1,407

当四半期中の変動額合計 △1,407 △1,407 △10,760

平成19年２月28日残高 △27 △27 1,952,196
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 当四半期（自 平成19年12月１日 至 平成20年２月29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19年11月30日残高 1,384,000 346,539 231,337 577,877 △135,049 △135,049 △766 1,826,061

当四半期中の変動額    

その他資本剰余金の取崩し  △135,049 △135,049 135,049 135,049  －

四半期純損失（△）  △34,705 △34,705  △34,705

株主資本以外の項目の当四半期
中の変動額（純額） 

   

当四半期中の変動額合計 － － △135,049 △135,049 100,343 100,343  △34,705

平成20年２月29日残高 1,384,000 346,539 96,288 442,828 △34,705 △34,705 △766 1,791,355

 

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19年11月30日残高 △3,471 △3,471 1,822,590

当四半期中の変動額  

その他資本剰余金の取崩し  －

四半期純損失（△）  △34,705

株主資本以外の項目の当四半期
中の変動額（純額） 

△9,387 △9,387 △9,387

当四半期中の変動額合計 △9,387 △9,387 △44,093

平成20年２月29日残高 △12,858 △12,858 1,778,497
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 前期（自 平成18年12月１日 至 平成19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

事業年度中の変動額    

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

当期純損失(△)  △135,049 △135,049  △135,049

自己株式の取得   △466 △466

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 － － △114,959 △114,959 △20,089 △20,089 △466 △135,515

平成19年11月30日残高 1,384,000 346,539 231,337 577,877 △135,049 △135,049 △766 1,826,061

 

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

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(△)  △135,049

自己株式の取得  △466

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額） 

△4,851 △4,851 △4,851

事業年度中の変動額合計 △4,851 △4,851 △140,366

平成19年11月30日残高 △3,471 △3,471 1,822,590
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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19年11月期 

第１四半期) 

当四半期 

(平成20年11月期 

第１四半期) 

(参考) 前期 

(平成 19 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)純損失 △6,653 △32,005 △124,349

減価償却費 27,920 29,000 120,360

貸倒引当金の減少額 △292 △2,089 △886

賞与引当金の増加額 10,130 10,970 80

退職給付引当金の減少額 △3,571 △7,831 △19,514

役員退職慰労引当金の増加額（△減少額） 1,205 ─ △35,955

受取利息及び受取配当金 △518 △416 △2,461

支払利息 7,855 7,869 27,433

固定資産除却損 1,531 701 6,532

投資有価証券評価損 ─ ─   16,686

売上債権の減少額（△増加額） △5,161 △35,709 200,677

たな卸資産の増加額 △33,434 △123,423 △19,145

仕入債務の増加額（△減少額） 59,253 122,781 △120,908

その他 △36,774 △34,398 △1,686

小計 21,491 △64,553 46,862

利息及び配当金の受取額 518 416 2,461

利息の支払額 △7,855 △7,869 △27,433

法人税等の支払額 △10,896 △10,740 △10,861

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,257 △82,746 11,029

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 △9,381 △14,423 △31,059

無形固定資産の取得による支出 ─ △913 ─

投資有価証券の取得による支出 △1,028 △1,781 △3,463

短期貸付金の回収による収入 160 ─ 320

長期貸付金の回収による収入 7,500 4,500 28,000

その他 △3,664 △253 △5,702

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,415 △12,872 △11,905

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 80,000 ─ 330,000

長期借入金の返済による支出 △122,874 △71,022 △491,004

自己株式取得による支出 ─ ─ △466

財務活動によるキャッシュ・フロー △42,874 △71,022 △161,470

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △46,032 △166,641 △162,346

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 653,918 491,571 653,918

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 607,886 324,930 491,571

 




