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（百万円未満切捨て)

1．20年５月中間期の業績(平成19年12月1日～平成20年５月31日) 

 (1)経営成績 （％表示は対前年中間期増減率)

 売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年５月中間期 2,359 △11.7 △97 ─ △109 ─ △125 ─

19年５月中間期 2,671 △1.3 △18 ─ △22 ─ 6 ─

19年11月期 5,032 ─ △123 ─ △132 ─ △135 ─

 

 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後1株当たり

中間（当期）純利益 

 円 銭 円 銭

20年５月中間期 △10 48 ─ ─ 

19年５月中間期 0 52 ─ ─ 

19年11月期 △11 26 ─ ─ 

(参考) 持分法投資損益  20年５月中間期 △0百万円  19年５月中間期  0百万円  19年11月期  0百万円 
 

 (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５月中間期 3,531 1,701 48.2 141 90 

19年５月中間期 4,049 1,960 48.4 163 43 

19年11月期 3,817 1,822 47.7 151 97 

(参考) 自己資本  20年５月中間期 1,701百万円  19年５月中間期 1,960百万円  19年11月期 1,822百万円 
 

 (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５月中間期 △90 △30 △93 276 

19年５月中間期 △79 △12 △163 398 

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) 中間期末 期  末 年  間 

 円 銭 円 銭 円 銭 

19年11月期 ─ ─ 0 00 0 00 

20年11月期 ─ ─  

20年11月期(予想)  0 00
0 00 

 

３．20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) (％表示は対前期増減率)

 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 4,758 △5.4 △119 ─ △144 ─ △165 ─ △13 76
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４．その他 

 (1)中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の 

   変更に記載されるもの） 

   ① 会計基準等の改正に伴う変更  無 

   ② ①以外の変更         無 

 

 (2)発行済株式数（普通株式） 

   ①期末発行済株式数(自己株式を含む) 20年５月中間期 12,000,000株 19年５月中間期 12,000,000株 19年11月期 12,000,000株 

   ②期末自己株式数          20年５月中間期    7,474株 19年５月中間期    6,742株 19年11月期    6,842株 

   (注)１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、23ページ「１株当たり情報」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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１．経営成績 

(1)経営成績に関する分析 

【当中間会計期間の概況】 

当中間会計期間におけるわが国経済は、継続的な原油高や米国経済の減速および円高基調の為替動向などの不透明要

因を抱えながら、景気は、先行きの見えにくいまま推移いたしました。 

住宅関連業界におきましては、平成19年６月施行の改正建築基準法の影響から、新設住宅着工戸数の大幅な減少に加

えてリフォーム需要も低迷し、市場が縮小する中で、販売競争が一段と熾烈化をする極めて厳しい経営環境となりまし

た。 

このような状況の中、当社といたしましては、海外調達のウエイトを更に高めることによりコストダウンを図り、諸

資材の値上がりの吸収に努めてまいりましたが、企業努力では限界となり、平成20年３月度より販売価格の改定を実施

いたしました。 

販売面では、より付加価値の高い商品の提供により需要の獲得に努めてまいりました。 

平成20年３月に洗面化粧台の中級品クラスとして、新しくピュレアシリーズ２機種の発売を開始いたしました。また、

昨年来好評を博しております洗面化粧台アール・オーラシリーズには更に２機種追加を行い機種拡充を図り、販売強化

に努めてまいりました。 

生産面では、原材料価格・燃料の高騰が続く中、引き続きＶＥ活動を推進し、原材料の価格低減、製造ラインの効率

化を図り原価低減に努めました。 

以上の結果、当中間会計期間の売上を部門別にみますと、衛生機器部門では住宅市場縮小による景況感の悪化もあり、

水洗便器・温水洗浄便座とも前年同期を下回りました。 

この結果、衛生機器部門の売上高は、前年同期比8.0%減少の1,362百万円となりました。 

洗面機器部門では、洗面化粧台アール・オーラシリーズは、数量、金額とも伸長した一方、ＯＥＭ先向け販売の大幅

減少、普及品クラスの洗面化粧台も前年同期を下回りました。 

この結果、洗面機器部門の売上高は、前年同期比16.3%減少の997百万円となりました。 

以上の結果、売上高は2,359百万円と前年同期比11.7%の減少となり、売上総利益は企業間競争の激化と諸資材の値上

がりを吸収できず582百万円と前年同期比16.6%の減少となりました。 

販売費及び一般管理費は運賃、人件費等の減少で679百万円と前年同期比5.1%の減少となりましたが、営業損失およ

び経常損失がそれぞれ97百万円、109百万円余儀なく計上することとなり、また、中間純損失は125百万円となりました。 

【通期の見通し】 

今後の見通しにつきましては、改正建築基準法によるマイナス影響も沈静化傾向になるものの、冷え込んだ市場回復

には相当の期間を要するものと思われます。 

こうした状況の中、当社といたしましては、新商品の市場投入、新規取引先の開拓、事業領域の拡大等に注力するこ

とで売上・利益の拡大を図るとともに低採算取引の見直しによる運賃コストの削減と新規取引先の開拓による生産性向

上での原価低減を図ることに全力投球してまいります。 

通期の業績見通しにつきましては、売上高 4,758 百万円、営業損失 119 百万円、経常損失 144 百万円、当期純損失

165 百万円を予想しております。 

(2)財政状態に関する分析 

【資産・負債及び純資産の状況】 

 当中間会計期間の総資産につきましては、前事業年度末に比べて286百万円減少し、3,531百万円となりました。これ

は主に現金及び預金214百万円、売掛金90百万円がそれぞれ減少したことによるものであります。 

 当中間会計期間の負債につきましては、前事業年度末に比べて165百万円減少し、1,829百万円となりました。これは

主に短期借入金82百万円、買掛金30百万円がそれぞれ減少したことによるものであります。 

 当中間会計期間の純資産につきましては、前事業年度末に比べて120百万円減少し、1,701百万円となりました。こ

れは主に中間純損失125百万円を計上したことによるものであります。 
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【キャッシュ・フローの状況】 

当中間会計期間の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の中間期末残高は、前事業年度末より214百万円減少

し、276百万円となりました。当中間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） 

営業活動の結果使用した資金は90百万円（前年同期79百万円の支出）となりました。これは主に税引前中間純損失120

百万円の計上およびたな卸資産が65百万円増加したことと、売上債権が102百万円減少したことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は30百万円（前年同期12百万円の支出）となりました。これは主に有形固定資産の取得

による支出34百万円および長期貸付金の回収による収入8百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は93百万円（前年同期163百万円の支出）となりました。これは短期借入金の減少額100

百万円によるものであります。 

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  
平成16年 

11月期 

平成17年 

11月期 

平成18年 

11月期 

平成19年 

11月期 

平成20年５月

中間期 

自己資本比率（％） 46.8 47.0 45.6 47.7 48.2 

時価ベースの自己資本比率

（％） 
28.9 72.0 26.8 22.0 27.2 

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年） 
9.0 10.5 ― 134.3 ― 

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
6.6 5.2 ― 0.4 ― 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

（中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。） 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注）１．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

   ２．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

   ３．有利子負債は貸借対照表（中間貸借対照表）に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債 

     を対象としております。 

 

(3)利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

当社は、株主への還元を経営の重要な課題と認識し、業績などを総合的に判断して配当を実施します。このためには、

健全経営に徹しながら毎期安定的な利益の確保に努める所存であります。また、利益の一部は企業の体質強化と将来の

事業展開とリスクに備えるべく、内部留保を充実させ将来の株主利益の確保にも配慮する考えであります。 

なお、当期の配当金につきましては無配を予定しております。 

(4)事業等のリスク 

 当社における事業等のリスクのうち、主なものは以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事

項は中間決算短信提出日(平成 20 年７月 23 日)現在において判断したものであります。 

① 経済情勢 

  当住宅関連業界は、新設住宅着工戸数の増減に大きく影響を受けます。今後伸びが見込めなければ市場の価格競争

の激化が更に進み、売上高等の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

② 為替変動 

  通貨スワップ取引を有しているので為替相場の大きな変動が生じた場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性が

あります。 

③ 製造物責任 

  当社は品質管理に 大の重点を置き製品を製造していますが、製品の欠陥が発生しないという保証はありません。 

  製造物責任賠償については保険に加入していますが、製造物責任賠償につながるような製品の欠陥は多額のコスト

や評価に重大な影響を与え、それにより当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 



アサヒ衛陶㈱（5341） 平成 20 年 11 月期中間決算短信（非連結） 

 

-  - 5

 

④ 固定資産の減損会計について 

  地価の動向及び対象となる固定資産の収益状況により当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑤ 海外調達 

  当社は韓国、中国、タイ、ベトナムより商品を直接または商社を通じて調達しています。これら調達先の経営方針、

経営環境などの変化により影響を受けることがあります。それにより当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥ 継続企業の前提に関する注記 

当社は、当中間会計期間において 97 百万円の営業損失を計上し、第 51 期から第 57 期までのうち第 53 期を除き継

続的に営業損失を計上しております。 

当中間会計期間の営業損失 97 百万円の計上は、改正建築基準法の影響から、新設住宅着工戸数の大幅な減少、加

えてリフォーム需要の低迷、原材料価格の高騰、企業間競争の激化などによるものであります。 

 当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

 このような厳しい経営環境の中、当社は当該状況を解消するために以下の方策を実施してまいります。 

(a)販売面では、安定的な売上が確保できるＯＥＭ生産の受注、国内特定ユーザー向けへの販売としてオリジナル商 

  品の開発、新型（６ 節水）リフォーム便器を平成 20 年９月からホームセンター、リフォーム市場への新規投入、 

  同じく 2012 年省エネ対応オリジナル洗浄便座を新規投入、また、事業領域の拡大として、インターネット販売・ 

  ダイレクトマーケティング等による新規市場の開拓などを実施します。 

(b)収益面では、取引採算の改善を図るため、普及品中心であった洗面化粧台の販売から付加価値の高い洗面化粧台 

  の販売への切り替えを推進します。また、原材料価格の高騰に対しては、海外仕入品のウエイトを更に高めるな 

  どのＶＥ活動推進に加え、平成 20 年３月から実施しております価格改定の徹底を推進します。さらに平成 20 

  年７月から運賃の回収額の改定および回収率のアップを実施します。 

(c)コスト面では、運賃比率の高い低採算取引の見直しを行うことで運賃コストの削減を進めてまいります。また、 

  新規ＯＥＭ先の受注により、生産稼働率の安定化と操業度の向上を図り生産原価の低減を推進します。 

(d)財務面では、有価証券等の売却および在庫金額の削減を進め、借入金の圧縮と金利負担の削減を行います。 

 中間財務諸表は継続企業を前提としており、このような重要な疑義の影響を中間財務諸表には反映しておりません。 

 

２．企業集団の状況 

 近の有価証券報告書（平成 20 年２月 29 日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」か

ら重要な変更がないため開示を省略します。 

 

３．経営方針 

(1)会社の経営の基本方針 

(2)目標とする経営指標 

(3)中長期的な経営戦略と対処すべき課題 

(4)その他、会社の経営上重要な事項 

 上記(1)(2)(3)(4)につきましては平成 19 年 11 月期決算短信（平成 20 年１月 23 日開示）により開示を行った内容か

ら重要な変更がないため開示を省略しております。 

 当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

 （大阪証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

  http://www.ose.or.jp/listed/ind_jk.html 
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４.中間財務諸表 

(1）中間貸借対照表 (千円未満切捨)

  
前中間会計期間末 

（平成19年５月31日） 

当中間会計期間末 

（平成20年５月31日） 

対前中間

期比 

前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年11月30日） 

区分 
注記

番号
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

増減 

（千円） 
金額（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金  398,638 276,935  491,571 

２．受取手形 ※2,5 850,107 630,951  642,907 

３．売掛金  627,618 523,304  613,659 

４．商品・製品  472,402 519,389  455,148 

５．仕掛品  30,505 33,046  32,302 

６．原材料・貯蔵品  30,193 25,612  25,204 

７．短期貸付金  21,100 12,000  14,000 

８．その他  17,143 14,965  15,601 

貸倒引当金  △2,700 △250  △2,300 

流動資産合計   2,445,009 60.4 2,035,956 57.7 △409,053  2,288,095 59.9

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※1,2    

(1）建物・構築物  678,406 635,928  650,584 

(2）機械及び装置  178,653 149,490  165,433 

(3）車輌･工具器具及
び備品 

 57,933 50,728  45,268 

(4）土地  540,166 540,166  540,166 

有形固定資産合計  1,455,160 1,376,314 △78,846 1,401,453 

２．無形固定資産     

(1）借地権  9,210 9,210  9,210 

(2）ソフトウェア  10,161 935  5,110 

(3）その他  5,601 5,585  5,593 

無形固定資産合計  24,973 15,731 △9,242 19,915 

３．投資その他の資産     

(1）投資有価証券  66,613 55,353  55,308 

(2）長期貸付金  23,000 11,000  17,000 

(3）破産債権等  62,878 62,576  62,721 

(4）団体生命保険掛
込金 

 22,176 25,172  23,674 

(5）その他  12,080 11,665  12,087 

貸倒引当金  △62,733 △62,469  △62,615 

投資その他資産合計  124,015 103,298 △20,717 108,176 

固定資産合計   1,604,150 39.6 1,495,344 42.3 △108,806  1,529,545 40.1

資産合計   4,049,160 100.0 3,531,300 100.0 △517,859  3,817,640 100.0
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 (千円未満切捨)

  
前中間会計期間末 

（平成19年５月31日） 

当中間会計期間末 

（平成20年５月31日） 

対前中間

期比 

前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年11月30日） 

区分 
注記

番号
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

増減 

（千円） 
金額（千円） 

構成比

（％）

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．支払手形  57,384 6,448  16,162 

２．買掛金  250,890 157,791  187,981 

３．短期借入金 ※２ 741,032 608,766  691,460 

４．未払金  81,590 80,686  107,832 

５．未払費用  29,843 29,944  29,194 

６．未払法人税等  8,775 8,198  13,657 

７．未払消費税等  － －  3,263 

８．預り金  4,225 4,892  2,534 

９．賞与引当金  3,360 4,050  3,550 

10．その他  8,965 10,643  6,281 

流動負債合計   1,186,067 29.3 911,421 25.8 △274,645  1,061,919 27.8

Ⅱ 固定負債     

１．長期借入金 ※２ 689,145 729,779  740,837 

２．繰延税金負債  － 924  － 

３．退職給付引当金  163,065 139,079  143,889 

４．預り営業保証金  50,830 48,404  48,404 

固定負債合計   903,041 22.3 918,187 26.0 15,146  933,131 24.5

負債合計   2,089,108 51.6 1,829,609 51.8 △259,499  1,995,050 52.3

     

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金   1,384,000 34.2 1,384,000 39.2 －  1,384,000 36.3

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  231,337 

資本剰余金合計   577,877 14.3 442,828 12.5 △135,049  577,877 15.1

３．利益剰余金     

(1）その他利益剰余
金 

    

繰越利益剰余金  6,293 △125,721  △135,049 

利益剰余金合計   6,293 0.1 △125,721 △3.5 △132,015  △135,049 △3.6

４．自己株式   △758 △0.0 △800 △0.0 △42  △766 △0.0

株主資本合計   1,967,412 48.6 1,700,305 48.2 △267,106  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 

  △7,361 △0.2 1,386 0.0 8,747  △3,471 △0.1

評価・換算差額等合
計 

  △7,361 △0.2 1,386 0.0 8,747  △3,471 △0.1

純資産合計   1,960,051 48.4 1,701,691 48.2 △258,359  1,822,590 47.7

負債、純資産合計   4,049,160 100.0 3,531,300 100.0 △517,859  3,817,640 100.0
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(2)中間損益計算書 (千円未満切捨)

  

前中間会計期間 

（自 平成18年12月１日 

至 平成19年５月31日）

当中間会計期間 

（自 平成19年12月１日 

至 平成20年５月31日）

対前中間

期比 

前事業年度の要約損益計算書

（自 平成18年12月１日 

至 平成19年11月30日）

区分 
注記

番号
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）

増減 

（千円） 
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高   2,671,907 100.0 2,359,560 100.0 △312,347  5,032,098 100.0

Ⅱ 売上原価   1,974,254 73.9 1,777,500 75.3 △196,753  3,737,734 74.3

売上総利益   697,653 26.1 582,059 24.7 △115,594  1,294,364 25.7

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  715,932 26.8 679,124 28.8 △36,807  1,418,239 28.2

 営業損失   18,278 0.7 97,065 4.1 78,787  123,875 2.5

Ⅳ 営業外収益     

１．受取利息・受取配
当金 

 1,568 1,208  2,461 

２．その他  19,707 21,276 0.8 11,876 13,085 0.5 △8,190 35,581 38,042 0.8

Ⅴ 営業外費用     

１．支払利息  15,259 15,465  27,433 

２．その他  10,253 25,513 0.9 10,436 25,901 1.1 388 19,043 46,476 0.9

経常損失   22,516 0.8 109,882 4.7 87,366  132,309 2.6

Ⅵ 特別利益     

１．役員退職慰労引当
金取崩益 

 35,955 －  35,955 

２．貸倒引当金戻入額  369 36,324 1.3 2,195 2,195 0.1 △34,128 886 36,841 0.7

Ⅶ 特別損失     

１．固定資産除却損 ※２ 2,114 4,186  12,194 

２．投資有価証券評価
損 

 － 2,114 0.1 8,448 12,634 0.5 10,520 16,686 28,881 0.6

税引前中間（当
期）純利益 

  11,693 0.4 △120,321 △5.1 △132,015  △124,349 △2.5

法人税、住民税及
び事業税 

  5,400 0.2 5,400 0.2 －  10,700 0.2

中間(当期)純利益   6,293 0.2 △125,721 △5.3 △132,015  △135,049 △2.7
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(3)中間株主資本等変動計算書 

 前中間会計期間（自 平成18年12月１日 至 平成19年５月31日） (千円未満切捨)

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（千円） 1,384,000 346,539 346,297 692,836 △114,959 △114,959 △300 1,961,577

中間会計期間中の変動額    

その他資本剰余金の取崩し 
（千円） 

 △114,959 △114,959 114,959 114,959  －

中間純利益（千円）  6,293 6,293  6,293

自己株式の取得（千円）   △458 △458

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 
（千円） 

   

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

－ － △114,959 △114,959 121,253 121,253 △458 5,835

平成19年５月31日残高（千円） 1,384,000 346,539 231,337 577,877 6,293 6,293 △758 1,967,412

         
 

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（千円） 1,379 1,379 1,962,957

中間会計期間中の変動額  

その他資本剰余金の取崩し 
（千円） 

 －

中間純利益（千円）  6,293

自己株式の取得（千円）  △458

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 
（千円） 

△8,741 △8,741 △8,741

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

△8,741 △8,741 △2,905

平成19年５月31日残高（千円） △7,361 △7,361 1,960,051
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 当中間会計期間（自 平成19年12月１日 至 平成20年５月31日） (千円未満切捨)

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（千円） 1,384,000 346,539 231,337 577,877 △135,049 △135,049 △766 1,826,061

中間会計期間中の変動額    

資本剰余金の取崩し（千円）  △135,049 △135,049 135,049 135,049  －

中間純損失（△）（千円）  △125,721 △125,721  △125,721

自己株式の取得（千円）   △34 △34

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 
（千円） 

   

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

－ － △135,049 △135,049 9,327 9,327 △34 △125,755

平成20年５月31日残高（千円） 1,384,000 346,539 96,288 442,828 △125,721 △125,721 △800 1,700,305

         
 

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（千円） △3,471 △3,471 1,822,590

中間会計期間中の変動額  

資本剰余金の取崩し（千円）  －

中間純損失（△）（千円）  △125,721

自己株式の取得（千円）  △34

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 
（千円） 

4,857 4,857 4,857

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

4,857 4,857 △120,898

平成20年５月31日残高（千円） 1,386 1,386 1,701,691
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 前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成18年12月１日 至 平成19年11月30日） (千円未満切捨)

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（千円） 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    

資本剰余金の取崩し（千円）  △114,959 △114,959 114,959 114,959  －

当期純損失(△)（千円）  △135,049 △135,049  △135,049

自己株式の取得（千円）   △466 △466

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額） 
（千円） 

   

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

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

平成19年11月30日残高（千円） 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（千円） 1,379 1,379 1,962,957

事業年度中の変動額  

資本剰余金の取崩し（千円）  －

当期純損失(△)（千円）  △135,049

自己株式の取得（千円）  △466

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額） 
（千円） 

△4,851 △4,851 △4,851

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

△4,851 △4,851 △140,366

平成19年11月30日残高（千円） △3,471 △3,471 1,822,590
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(4)中間キャッシュ・フロー計算書    (千円未満切捨)

 
 前 中 間 会 計 期 間 当 中 間 会 計 期 間 

前 事 業 年 度 の 要 約

キャッシュ･フロー計算書

  (自 平成18年12月１日 (自 平成19年12月１日 (自 平成18年12月１日 

   至 平成19年５月31日)  至 平成20年５月31日)

対前中間期比 

 至 平成19年11月30日)

区   分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 増減（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   
税引前中間(当期)純利益（△純損
失） 

 11,693 △120,321 △132,015 △124,349

減価償却費  57,818 60,738 2,919 120,360

貸倒引当金の減少額  △369 △2,195 △1,826 △886

賞与引当金の増加額（△減少額）  △110 500 610 80

退職給付引当金の減少額  △338 △4,809 △4,471 △19,514

役員退職慰労引当金の増加額（△減
少額） 

 △35,955 ─ 35,955 △35,955

受取利息及び受取配当金  △1,568 △1,208 360 △2,461

支払利息  15,259 15,465 205 27,433

固定資産除却損  2,114 3,936 1,822 6,532

投資有価証券評価損  ─ 8,448 8,448 16,686

売上債権の減少額（△増加額）  △20,481 102,310 122,792 200,677

たな卸資産の増加額  △39,591 △65,393 △25,801 △19,145

仕入債務の減少額  △16,778 △39,904 △23,126 △120,908

その他  △26,225 △22,737 3,487 △1,686

小計  △54,531 △65,172 △10,640 46,862

利息及び配当金の受取額  1,568 1,208 △360 2,461

利息の支払額  △15,259 △15,465 △205 △27,433

法人税等の支払額  △10,989 △10,805 184 △10,861

営業活動によるキャッシュ・フロー  △79,212 △90,234 △11,021 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  △21,378 △34,058 △12,680 △31,059

無形固定資産の取得による支出  ─ △913 △913 ─

投資有価証券の取得による支出  △1,971 △2,713 △741 △3,463

短期貸付金の回収による収入  220 ─ △220 320

長期貸付金の回収による収入  15,000 8,000 △7,000 28,000

その他  △4,354 △930 3,424 △5,702

投資活動によるキャッシュ・フロー  △12,484 △30,615 △18,130 △11,905

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出  ─ △100,000 △100,000 ─

長期借入れによる収入  80,000 150,000 70,000 330,000

長期借入金の返済による支出  △243,124 △143,752 99,372 △491,004

自己株式取得による支出  △458 △34 424 △466

財務活動によるキャッシュ・フロー  △163,582 △93,786 69,796 △161,470

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△減少
額） 

 △255,279 △214,635 40,643 △162,346

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  653,918 491,571 △162,346 653,918

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期
末)残高 

※1 398,638 276,935 △121,703 491,571
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(5)継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前中間会計期間 当中間会計期間 前 事 業 年 度 

(自 平成18年12月１日 (自 平成19年12月１日 (自 平成18年12月１日 
至 平成19年５月31日) 至 平成20年５月31日) 至 平成19年11月30日) 

   
 当社は第51期から第56期までのうち

第53期を除き継続的に営業損失を計上

しております。また、当中間会計期間に

おいても、企業間価格競争の激化と樹

脂・金属・木材などの一段の価格高騰が

続き18百万円の営業損失を計上するこ

ととなりました。 

 当該状況により、継続企業の前提に関

する重要な疑義が存在しております。 

 当社は当該状況を解消し、営業利益の

黒字を達成するために、前期末に掲げた

諸施策、(1)新商品の開発、(2)新規取引

先の開拓、(3)値上げ要請、(4)衛陶工場

歩留安定化設備投資、(5)継続的なコス

トダウン、(6)経費の削減、(7)組織変更

による効率的業務推進について、平成

18年12月より組織変更の実施、販売価

格の改定は平成19年３月度より一部実

施、新型温水洗浄便座は平成19年４月

より新発売するとともにさらに下期に

おいても全力投球し、継続して利益の出

る企業作りへの転換を図ってまいりま

す。 

 中間財務諸表は継続企業を前提とし

て作成されており、このような重要な疑

義の影響を中間財務諸表には反映して

おりません。 

 当社は第51期から第57期までのうち
第53期を除き継続的に営業損失を計上
しております。 
 当中間会計期間の営業損失の計上は、
改正建築基準法の影響から、新設住宅着
工戸数の大幅な減少、加えてリフォーム
需要の低迷、原材料価格の高騰、企業間
競争の激化などによるものであります。
 当該状況により、継続企業の前提に関
する重要な疑義が存在しております。 
 このような厳しい経営環境の中、当社
は当該状況を解消するために以下の方
策を実施してまいります。 
(1)販売面では、安定的な売上が確保で

きるＯＥＭ生産の受注、国内特定ユ
ーザー向けへの販売としてオリジ
ナル商品の開発、新型（６ 節水）
リフォーム便器を平成 20 年９月か
らホームセンター、リフォーム市場
への新規投入、同じく 2012 年省エ
ネ対応オリジナル洗浄便座を新規
投入、また、事業領域の拡大として、
インターネット販売・ダイレクトマ
ーケティング等による新規市場の
開拓などを実施します。 

(2)収益面では、取引採算の改善を図る
ため、普及品中心であった洗面化粧
台の販売から付加価値の高い洗面
化粧台の販売への切り替えを推進
します。また、原材料価格の高騰に
対しては、海外仕入品のウエイトを
更に高めるなどのＶＥ活動推進に
加え、平成 20 年３月から実施して
おります価格改定の徹底を推進し
ます。さらに平成 20 年７月から運
賃の回収額の改定および回収率の
アップを実施します。 

(3)コスト面では、運賃比率の高い低採
算取引の見直しを行うことで運賃
コストの削減を進めてまいります。
また、新規ＯＥＭ先の受注により、
生産稼働率の安定化と操業度の向
上を図り生産原価の低減を推進し
ます。 

(4)財務面では、有価証券等の売却およ
び在庫金額の削減を進め、借入金の
圧縮と金利負担の削減を行います。

 中間財務諸表は継続企業を前提とし
て作成されており、このような重要な疑
義の影響を中間財務諸表には反映して
おりません。 
 

 当社は第51期から第57期までのうち
第53期を除き継続的に営業損失を計上
しております。 
 当該状況により、継続企業の前提に関
する重要な疑義が存在しております。 
 当社は当該状況を解消し、営業利益の
黒字化を図るために、第57期において
１年度のみの計画として７項目の施策
を掲げて営業利益の確保を図るべく注
力してきましたが、同業他社との価格競
争による販売価格の下落、原油価格高騰
による諸資材のコストアップ、更に新設
住宅着工戸数の激減等により当初の計
画が未達となりました。 
 こうした状況を踏まえ、第58期にお
いては売上高の確保と収益性の向上を
重要課題として下記項目を掲げて重

点的に取り組み、早期に営業利益の黒字
化を図ってまいります。 
(1)価格の全面改定 
(2)不採算取引先からの撤退 
(3)高収益性商品の投入と拡販 
 ①「ピュレア」シリーズの投入 
 ②「オーラ」・「アール」シリーズの充
  実 
 ③６ 節水便器「エディ」シリーズの
  充実 
(4)新規取引先の開拓 
(5)コストダウン 
 ①工場稼働率安定化によるコストダ 
  ウン 
 ②工場生産設備の合理化 
 ③衛生陶器の海外仕入先の変更によ 
  るコストダウン 
 ④洗面化粧台木部の海外調達比率の 
  アップ 
(6)経費削減 
 ①洗面化粧台の統廃合による在庫削 
  減 
 ②洗面化粧台の統廃合による木部の 
  共通化による部品在庫削減 
 ③効率的な発送による運賃コストの 
  削減 
に努めるとともに、継続して利益の出る
企業づくりへの転換を図ってまいりま
す。 
 財務諸表は継続企業を前提として作
成されており、このような重要な疑義の
影響を財務諸表には反映しておりませ
ん。 
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(6)中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項   

前中間会計期間 当中間会計期間 前 事 業 年 度 

(自 平成18年12月１日 (自 平成19年12月１日 (自 平成18年12月１日  

至 平成19年５月31日) 至 平成20年５月31日) 至 平成19年11月30日) 
  

１．資産の評価基準及び評価方法  (1)有価証券 (1)有価証券 (1)有価証券 
  関連会社株式  関連会社株式  関連会社株式 
   移動平均法による原価

  法 
同    左 同    左 

  その他有価証券  その他有価証券  その他有価証券 
   時価のあるもの   時価のあるもの   時価のあるもの 
 中間決算日の市場

価格等に基づく時
価法（評価差額は
全部純資産直入法
により処理し、売
却原価は移動平均
法により算定） 

同    左 決算日の市場価格
等に基づく時価法
(評価差額は全部
純資産直入法によ
り処理し、売却原
価は移動平均法に
より算定) 

   時価のないもの   時価のないもの   時価のないもの 
 移動平均法による

原価法 
 

同    左 同    左 

 (2)デリバティブ (2)デリバティブ (2)デリバティブ 
   時価法 

 
同    左 同    左 

 (3)たな卸資産 (3)たな卸資産 (3)たな卸資産 
  通常の販売目的で保有す

 るたな卸資産 
  先入先出法による原価
  法（収益性の低下によ
  る簿価切下げの方法）

同    左 同    左 

    
２．固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産 (1)有形固定資産 (1)有形固定資産 
   定率法 同    左 同    左 
 但し、平成10年 4月

1日以降に取得した建
物（建物附属設備を除
く）については定額法
によっております。 

但し、平成10年 4月
1日以降に取得した建
物（建物附属設備を除
く）については定額法
によっております。 

但し、平成10年 4月
1日以降に取得した建
物（建物附属設備を除
く）については定額法
によっております。 

  主な耐用年数  主な耐用年数  主な耐用年数 
  建物・構築物  3～50年  建物・構築物  3～50年  建物・構築物  3～50年
  機械及び装置  2～13年  機械及び装置  2～13年 

 
 機械及び装置  2～13年

  （追加情報） 
 法人税法の改正に伴い、
平成19年３月31日以前に
取得した有形固定資産につ
いては、改正前の法人税法
に基づく減価償却の方法の
適用により取得価額の５％
に到達した事業年度の翌事
業年度より、取得価額の
５％相当額と備忘価額との
差額を５年間にわたり均等
償却する方法によっており
ます。当該変更に伴い前中
間会計期間と同一の方法に
よった場合と比べ、売上総
利益が3,082千円減少し、
営業損失、経常損失、税引
前中間純損失がそれぞれ
4,676 千円増加しておりま
す。 
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前中間会計期間 当中間会計期間 前 事 業 年 度 

(自 平成18年12月１日 (自 平成19年12月１日 (自 平成18年12月１日  

至 平成19年５月31日) 至 平成20年５月31日) 至 平成19年11月30日) 

 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 

   定額法 同    左 同    左 

 但し、自社利用のソフ

トウェアについては、

社内における利用可

能期間（５年）に基づ

く定額法によってお

ります。 

  

    

３．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 

 中間期末に有する売掛
債権等の貸倒れによる
損失に備えるために、一
般債権については貸倒
実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権につ
いては個別に回収可能
性を勘案し、回収不能見
込額を計上しておりま
す。 

同    左 事業年度末現在に有す
る売掛債権等の貸倒れ
による損失に備えるた
めに、一般債権について
は貸倒実績率により、貸
倒懸念債権等特定の債
権については個別に回
収可能性を勘案し、回収
不能見込額を計上して
おります。 

    

 (2)賞与引当金 (2)賞与引当金 (2)賞与引当金 

 従業員賞与の支給に備
えるために、賞与支給見
込額の当中間期負担額
を計上しております。 

同    左 従業員賞与の支給に備
えるために、翌期支給予
定額のうち当事業年度
に属する支給対象期間
見合額を計上しており
ます。 

    

 (3)退職給付引当金 (3)退職給付引当金 (3)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備
えるため、当事業年度末
における退職給付債務
及び中小企業退職金共
済制度による退職金の
支給見込額に基づき、当
中間期末において発生
していると認められる
額を計上しております。

同    左 従業員の退職給付に備
えるため、当事業年度末
における退職給付債務
及び中小企業退職金共
済制度による退職金支
給見込額に基づき計上
しております。 

    

 (4)役員退職慰労引当金 ──── (4)役員退職慰労引当金 

 従来、役員退職慰労金の

支払に備えるため、内規

に基づく中間会計期間

末要支給額を計上して

おりましたが、在任中の

各取締役および監査役

の同意を得て役員退職

慰労金制度を廃止する

ことと致しました。 

なお、前事業年度末まで

に計上しておりました

役員退職慰労引当金 35

百万円全額取崩して特

別利益に計上しており

ます。 

 従来、役員退職慰労金の

支払に備えるため、内規

に基づく期末要支給額

を計上しておりました

が、在任中の各取締役お

よび監査役の同意を得

て役員退職慰労金制度

を廃止することと致し

ました。 

なお、前事業年度末まで

に計上しておりました

役員退職慰労引当金

35,955 千円を全額取崩

して特別利益に計上し

ております。 
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前中間会計期間 当中間会計期間 前 事 業 年 度 

(自 平成18年12月１日 (自 平成19年12月１日 (自 平成18年12月１日  

至 平成19年５月31日) 至 平成20年５月31日) 至 平成19年11月30日) 

４．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められ

るもの以外のファイナン

ス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理

によっております。 

同    左 同    左 

  
５．中間キャッシュ・フロー計算

書（キャッシュ・フロー計算

書）における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリス

クしか負わない取得日か

ら３ヵ月以内に償還期限

の到来する短期投資から

なっております。 

同    左 同    左 

  
６．その他中間財務諸表（財務諸

表）作成のための基本となる

重要事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税

については、税抜方式に

よっております。なお、

仕入等に係る仮払消費

税等と売上等に係る仮

受消費税等とを相殺し、

差額を流動負債「その

他」に含めて表示してお

ります。 

消費税等の会計処理 

同    左 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税

については、税抜方式に

よっております。 
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(7)中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 当中間会計期間 前 事 業 年 度 

(自 平成18年12月１日 (自 平成19年12月１日 (自 平成18年12月１日 

至 平成19年５月31日) 至 平成20年５月31日) 至 平成19年11月30日) 
   
棚卸資産の評価に関する会計基準 ──── ──── 
棚卸資産の評価基準は従来より先入
先出法による原価法によっており、前
中間期においても先入先出法による
原価法により計上していましたが、前
事業年度末において「棚卸資産の評価
に関する会計基準」（企業会計基準第
９号 平成 18 年７月５日）が早期適
用できることになったことに伴い、先
入先出法による原価法（収益性の低下
による簿価切下げの方法）の基準に変
更することになりました。 
この結果、前中間期においては、変更
後の方法によった場合に比べ、営業損
失、経常損失がそれぞれ 18,108 千円
少なく、税引前中間純損失は 42,863
千円少なく計上されております。 

  

   
固定資産の減価償却の方法 
当中間会計期間より、平成 19 年税制
改正に伴い、平成 19 年４月１日以降
に取得した有形固定資産については、
改正後の法人税法に基づく減価償却
の方法によっております。 
なお、この変更による営業損失、経常  
損失及び税引前中間純利益に与える
影響は軽微であります。 

──── 固定資産の減価償却の方法 
当事業年度より、平成 19 年税制改正
に伴い、平成 19 年４月１日以降に取
得した有形固定資産については、改正
後の法人税法に基づく減価償却の方
法によっております。 
なお、この変更による営業損失、経常
損失及び税引前当期純損失に与える
影響は軽微であります。 
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(8）中間財務諸表に関する注記事項   

（中間貸借対照表関係） (千円未満切捨)

前中間会計期間末 
（平成19年５月31日） 

当中間会計期間末 
（平成20年５月31日） 

前事業年度末 
（平成19年11月30日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 2,837,886千円 
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 2,890,572千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 2,869,726千円
    

※２ 担保に供している資産 ※２ 担保に供している資産 ※２ 担保に供している資産 
受取手形 202,629千円
建物 625,962 
土地 519,347 

合計 1,347,939 
  

受取手形 201,163千円
建物 582,628 
土地 519,347 

合計 1,303,139 
  

受取手形 203,784千円
建物 601,683 
土地 519,347 

合計 1,324,815 
  

 上記担保資産に対応する債務  上記担保資産に対応する債務  上記担保資産に対応する債務 

短期借入金 741,032千円

長期借入金 689,145 

合計 1,430,177 
 

短期借入金 608,766千円

長期借入金 729,779 

合計 1,338,545 
 

短期借入金 691,460千円

長期借入金 740,837 

合計 1,432,297 
    

 ３ 保証債務  ３ 保証債務  ３ 保証債務 
香川アサヒ㈱の金融機関からの借入
金に対して、当社が債務保証を行っ
ております。 

香川アサヒ㈱の金融機関からの借入
金に対して、当社が債務保証を行っ
ております。 

香川アサヒ㈱の金融機関からの借入
金に対して、当社が債務保証を行っ
ております。 

 香川アサヒ㈱ 10,242千円 
 

 香川アサヒ㈱ 7,386千円
 

 香川アサヒ㈱ 8,814千円
    

 ４     ─────  ４ 受取手形割引高 

161,608千円

 ４ 受取手形割引高 

120,327千円

   
※５     ───── 
 

※５ 当中間期末日満期手形 
   当中間期末日満期手形の会計処理
  については、当中間会計期間の末日
  は金融機関の休日でしたが、満期日
  に決済が行われたものとして処理し
  ております。当中間期末日満期手形
  の金額は、次のとおりであります。

受取手形      72,178千円
割引手形      35,221 

※５     ───── 
 

 
（中間損益計算書関係） (千円未満切捨)

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

(自 平成18年12月１日 (自 平成19年12月１日 (自 平成18年12月１日 
 至 平成19年５月31日)  至 平成20年５月31日)  至 平成19年11月30日) 

 １ 減価償却実施額 
有形固定資産 52,760千円
無形固定資産 5,058 

 

 １ 減価償却実施額 
有形固定資産 55,641千円
無形固定資産 5,096 

 

 １ 減価償却実施額 
有形固定資産 110,242千円
無形固定資産 10,117 

    
※２ 固定資産除却損 

機械及び装置 146千円
車輌･工具器具及び備品 1,967 

合計 2,114 
 

※２ 固定資産除却損 
機械及び装置 1,211千円
車輌･工具器具及び備品 2,724 
撤去費用 250 

合計 4,186 
 

※２ 固定資産除却損 
建物・構築物 3,154千円
機械及び装置 146 
車輌･工具器具及び備品 3,231 
撤去費用 5,661 

合計 12,194 
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（中間株主資本等変動計算書関係）   

 前中間会計期間（自 平成 18 年 12 月１日 至 平成 19 年５月 31 日）   

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項   

 前事業年度末株式数
当中間会計期間

増 加 株 式 数

当中間会計期間 

減 少 株 式 数 

当中間会計期間末

株 式 数

発行済株式     

 普通株式 12,000,000株 ─ 株 ─ 株 12,000,000株 

自己株式     

 普通株式 (注) 2,593株 4,149株 ─ 株 6,742株 

(注) 自己株式数の増加4,149株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

   該当事項はありません。 

 

３．配当に関する事項 

   該当事項はありません。 

 

 

 当中間会計期間（自 平成 19 年 12 月１日 至 平成 20 年５月 31 日）   

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項   

 前事業年度末株式数
当中間会計期間

増 加 株 式 数

当中間会計期間 

減 少 株 式 数 

当中間会計期間末

株 式 数

発行済株式     

 普通株式 12,000,000株 ─ 株 ─ 株 12,000,000株 

自己株式     

 普通株式 (注) 6,842株 632株 ─ 株 7,474株 

(注) 自己株式数の増加632株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

   該当事項はありません。 

 

３．配当に関する事項 

   該当事項はありません。 

 

 

 前事業年度（自 平成 18 年 12 月１日 至 平成 19 年 11 月 30 日）   

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項   

 前事業年度末株式数
当 事 業 年 度

増 加 株 式 数

当 事 業 年 度 

減 少 株 式 数 

当 事 業 年 度 末

株 式 数

発行済株式     

 普通株式 12,000,000株 ─ 株 ─ 株 12,000,000株 

自己株式     

 普通株式 (注) 2,593株 4,249株 ─ 株 6,842株 

(注) 自己株式数の増加4,249株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

   該当事項はありません。 

 

３．配当に関する事項 

   該当事項はありません。 
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係） (千円未満切捨)
前中間会計期間 

（自 平成18年12月１日 

至 平成19年５月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年12月１日 

至 平成20年５月31日） 

前事業年度 

（自 平成18年12月１日 

至 平成19年11月30日） 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借

対照表に掲記されている科目の金額との

関係 

（平成19年5月31日現在） （平成20年5月31日現在） （平成19年11月30日現在）

現金及び預金勘定 398,638 千円 

現金及び現金同等物 398,638  

 

現金及び預金勘定 276,935 千円

現金及び現金同等物 276,935  

 

現金及び預金勘定 491,571 千円

現金及び現金同等物 491,571  

    
 

（リース取引関係）  (千円未満切捨)
前中間会計期間 

（自 平成18年12月１日 

至 平成19年５月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年12月１日 

至 平成20年５月31日） 

前事業年度 

（自 平成18年12月１日 

至 平成19年11月30日） 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

 (1)リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

 (1)リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

 (1)リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額 

   

取得価

額相当

額 

(千円) 

減価償

却累計

額相当

額 

(千円) 

中間期

末残高

相当額 

(千円) 

機械及び装置 121,151 80,201 40,950 

合計 121,151 80,201 40,950 
 

  

取得価

額相当

額 

(千円)

減価償

却累計

額相当

額 

(千円)

中間期

末残高

相当額

(千円)

機械及び装置 121,151 94,192 26,959

合計 121,151 94,192 26,959
 

 

取得価

額相当

額 

(千円) 

減価償

却累計

額相当

額 

(千円)

期末残

高相当

額 

(千円)

機械及び装置 121,151 87,196 33,954

合計 121,151 87,196 33,954
 

（注） 取得価額相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の中間期

末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しておりま

す。 

同左 （注） 取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。 

 (2)未経過リース料中間期末残高相当額等  (2)未経過リース料中間期末残高相当額等  (2)未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料中間期末残高相当額   未経過リース料中間期末残高相当額   未経過リース料期末残高相当額 

１年内 13,991千円 

１年超 26,959 

合計 40,950 
 

１年内 12,992千円

１年超 13,966 

合計 26,959 
 

１年内 13,848千円

１年超 20,106 

合計 33,954 
 

（注） 未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等に占める

その割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

同左 （注） 未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占めるその割合が低

いため、支払利子込み法により算定し

ております。 

 (3)支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

 (3)支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

 (3)支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 12,955千円 

減価償却費相当額 12,955 
 

支払リース料 6,995千円

減価償却費相当額 6,995 
 

支払リース料 19,951千円

減価償却費相当額 19,951 
 

 (4)減価償却費相当額の算定方法  (4)減価償却費相当額の算定方法  (4)減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。 

同左 同左 

（減損損失について） （減損損失について） （減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありま

せん。 

同左 同左 
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（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成19年５月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの （千円未満切捨）

 種   類 取得原価 中間貸借対照表計上額 差   額 

(1）株式 8,641 千円 13,392 千円 4,750 千円

(2）債券 ─ ─ ─ 

①国債・地方債等    

②社債    

(3）その他 ─ ─ ─ 

中間貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 

小    計 8,641 13,392 4,750 

(1）株式 65,332 53,220 △12,112 

(2）債券 ─ ─ ─ 

①国債・地方債等    

②社債    

(3）その他 ─ ─ ─ 

中間貸借対照表計上額が 

取得原価を超えないもの 

小    計 65,332 53,220 △12,112 

合        計 73,974 66,613 △7,361 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 （千円未満切捨）

 中間貸借対照表計上額 摘      要 

子会社株式及び関連会社株式   

 関連会社株式 0 千円  

合     計 0   

 

当中間会計期間末（平成20年５月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの （千円未満切捨）

 種   類 取得原価 中間貸借対照表計上額 差   額 

(1）株式 18,291 千円 20,729 千円 2,438 千円

(2）債券 ─ ─ ─ 

①国債・地方債等    

②社債    

(3）その他 ─ ─ ─ 

中間貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 

小    計 18,291 20,729 2,438 

(1）株式 ※ 34,752 34,624 △128 

(2）債券 ─ ─ ─ 

①国債・地方債等    

②社債    

(3）その他 ─ ─ ─ 

中間貸借対照表計上額が 

取得原価を超えないもの 

小    計 34,752 34,624 △128 

合        計 53,043 55,353 2,310 

（注）１．減損処理にあたっては、中間会計期間末における時価が取得原価に比べ50%以下に下落した場合には全て減 

     損処理を行い、30～50%程度下落した銘柄については、個別に時価の回復可能性等を考慮して必要な場合減 

     損処理を行うこととしております。 

   ２．このうち減損処理を行った銘柄については、減損処理(8,448千円)後の帳簿価額によっております。 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 （千円未満切捨）

 中間貸借対照表計上額 摘      要 

子会社株式及び関連会社株式   

 関連会社株式 0 千円  

合     計 0   
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前事業年度末（平成19年11月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの （千円未満切捨）

 種   類 取得原価 貸借対照表計上額 差   額 

(1）株式 7,216 千円 10,070 千円 2,853 千円

(2）債券 ─ ─ ─ 

①国債・地方債等    

②社債    

(3）その他 ─ ─ ─ 

貸 借 対 照 表 計 上 額 が 

取得原価を超えるもの 

小    計 7,216 10,070 2,853 

(1）株式 ※ 51,562 45,238 △6,324 

(2）債券 ─ ─ ─ 

①国債・地方債等    

②社債    

(3）その他 ─ ─ ─ 

貸 借 対 照 表 計 上 額 が 

取得原価を超えないもの 

小    計 51,562 45,238 △6,324 

合        計 58,779 55,308 △3,471 

（注）１．減損処理にあたっては、事業年度末における時価が取得原価に比べ50%以下に下落した場合には全て減損処 

     理を行い、30～50%程度下落した銘柄については、個別に時価の回復可能性等を考慮して必要な場合減損処 

     理を行うこととしております。 

   ２．このうち減損処理を行った銘柄については、減損処理(16,686千円)後の帳簿価額によっております。 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 （千円未満切捨）

 貸借対照表計上額 摘      要 

子会社株式及び関連会社株式   

 関連会社株式 0 千円  

合     計 0   

 

（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間末（平成19年５月31日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 （千円未満切捨）

対象物の種類 取引の種類 想定元本相当額 契約額等 時価（千円） 評価損益(千円)

通貨 通貨スワップ取引     

 米ドル（受取） 3,600千ドル 1,020千ドル 

 日本円（支払） 434,160千円 111,180千円 
489 489 

（注）評価益489千円はデリバティブ債権であり、流動資産「その他」に含めて計上しております。 

 

当中間会計期間末（平成20年５月31日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 （千円未満切捨）

対象物の種類 取引の種類 想定元本相当額 契約額等 時価（千円） 評価損益(千円)

通貨 通貨スワップ取引     

 米ドル（受取） 3,600千ドル 840千ドル 

 日本円（支払） 434,160千円 91,560千円 
△7,279 △7,279 

（注）評価損7,279千円はデリバティブ債務であり、流動負債「その他」に含めて計上しております。 

 

前事業年度末（平成19年11月30日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 （千円未満切捨）

対象物の種類 取引の種類 想定元本相当額 契約額等 時価（千円） 評価損益(千円)

通貨 通貨スワップ取引     

 米ドル（受取） 3,600千ドル 930千ドル 

 日本円（支払） 434,160千円 101,370千円 
△6,053 △6,053 

（注）評価損6,053千円はデリバティブ債務であり、流動負債「その他」に含めて計上しております。 
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（ストックオプション等関係） 

前中間会計期間（自 平成18年12月１日 至 平成19年５月31日） 

 該当事項はありません。 

 

当中間会計期間（自 平成19年12月１日 至 平成20年５月31日） 

 該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成18年12月１日 至 平成19年11月30日） 

 該当事項はありません 

 

（持分法投資損益等）   （千円未満切捨）

 前中間会計期間 当中間会計期間 前 事 業 年 度 
 (自 平成18年12月１日 (自 平成19年12月１日 (自 平成18年12月１日
 至 平成19年５月31日) 至 平成20年５月31日) 至 平成19年11月30日)

関連会社に対する投資の金額(千円) 0 0 0 

持分法を適用した場合の投資の金額(千円) 0 0 0 

持分法を適用した場合の投資利益の金額(千円) 47 △88 535 

 

（１株当たり情報） 

前 中 間 会 計 期 間 当 中 間 会 計 期 間 前 事 業 年 度 
(自 平成18年12月１日 (自 平成19年12月１日 (自 平成18年12月１日 
至 平成19年５月31日) 至 平成20年５月31日) 至 平成19年11月30日) 

 

１株当たり純資産額 163.43円 

１株当たり中間純利益
金額 

0.52円 

  

 

１株当たり純資産額 141.90円

１株当たり中間純損失
金額 

10.48円

  

 

１株当たり純資産額 151.97円

１株当たり当期純損失
金額 

11.26円

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり中

間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。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、１株当たり

中間純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、１株当たり

当期純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

 

(注)１株当たり中間（当期）純利益金額または純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 （千円未満切捨）

 前中間会計期間 当中間会計期間 前 事 業 年 度 

 (自 平成18年12月１日 (自 平成19年12月１日 (自 平成18年12月１日
 至 平成19年５月31日) 至 平成20年５月31日) 至 平成19年11月30日)

中間(当期)純利益または純損失(△)(千円) 6,293 △125,721 △135,049 

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─ ─ 

普通株式に係る中間(当期)純利益または 

純損失(△)(千円) 
6,293 △125,721 △135,049 

期中平均株式数（株） 11,995,809 11,992,887 11,994,601 

 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 
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５.生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 (千円未満切捨)

前中間会計期間 当中間会計期間 前 事 業 年 度 

(自 平成18年12月１日 (自 平成19年12月１日 (自 平成18年12月１日 

至 平成19年５月31日) 至 平成20年５月31日) 至 平成19年11月30日)  

金額（千円） 構成比(%) 金額（千円） 構成比(%) 金額（千円） 構成比(%)

 

衛 生 機 器 1,489,766 54.7 1,393,715 57.6 2,828,598 55.8 

洗 面 機 器 1,235,000 45.3 1,025,365 42.4 2,242,886 44.2 

合 計 2,724,766 100.0 2,419,081 100.0 5,071,485 100.0 

 (注)  １．上記金額は、消費税等を含まない販売価格で表示しております。 

      ２．購入品の仕入実績については、区分して記載することが困難なため、生産実績に含めて記載しております。 

      ３．衛生機器には、洗面機器への製品部材として供給しているものが含まれております。 

 

(2) 受注状況 

 

  当社は、主として見込生産のため、受注の状況については記載を省略いたしました。 

 

(3) 販売実績 (千円未満切捨)

前中間会計期間 当中間会計期間 前 事 業 年 度 

(自 平成18年12月１日 (自 平成19年12月１日 (自 平成18年12月１日 

至 平成19年５月31日) 至 平成20年５月31日) 至 平成19年11月30日)  

金額（千円） 構成比(%) 金額（千円） 構成比(%) 金額（千円） 構成比(%)

 

衛 生 機 器 1,480,579 55.4 1,362,062 57.7 2,826,160 56.2 

洗 面 機 器 1,191,327 44.6 997,497 42.3 2,205,938 43.8 

合 計 2,671,907 100.0 2,359,560 100.0 5,032,098 100.0 

 (注)  上記金額は、消費税等は含まれておりません。 




