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平成２０年１１月期 第３四半期財務・業績の概況（非連結） 

平成２０年１０月１５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３四半期の業績（平成19年12月１日～平成20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 ％

20年11月期第3四半期 3,415 △11.6 △124 ─ △141 ─ △161 ─ 

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

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3四半期 △ 13 43    ──── 

19年11月期第3四半期 △ 3 68    ──── 

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3四半期 3,410 1,663 48.8 138 74 

19年11月期第3四半期 3,820 1,903 49.8 158 75 

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3四半期 △16 △37 △175 262 

19年11月期第3四半期 △44 △13 △277 318 

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３四半期末 

 円 銭

19年11月期第3四半期    ──── 

20年11月期第3四半期    ──── 

 

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 4,427 △12.0 △236 ─ △258 ─ △297 ─ △24 81 

 

 



アサヒ衛陶㈱（5341） 平成 20 年 11 月期第３四半期財務・業績の概況 

 

 - 2 -

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) 最近事業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３四半期におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発する世界経済の減速懸念及び円高、原

油・原材料価格の高騰に伴う物価の上昇などにより景気は先行き不透明感を強める状況が続きました。 

当社を取り巻く環境は、昨年の改正建築基準法の影響を脱しつつあるものの依然として低迷が続き、新設住宅着工戸

数は前年同期を下回る水準で推移し、原材料価格の高騰、企業間競争の更なる激化など厳しい状況が続いております。 

こうした状況の中、新設住宅着工戸数の減少とリフォーム需要の停滞などにより衛生機器部門では水洗便器・洗浄便

座とも前年同四半期を下回りました。また、洗面機器部門ではＯＥＭ先向け販売の減少と普及品クラスの販売の低迷が

続きました。 

この結果、衛生機器部門の売上高は2,001百万円と前年同四半期比6.8%減少、洗面機器部門の売上高は1,413百万円と

前年同四半期比17.5%減少となり、当第３四半期の売上高は3,415百万円と前年同四半期に比べ446百万円(11.6%)減少し、

営業損失は124百万円、経常損失は141百万円、第３四半期純損失は161百万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につきましては前事業年度末に比べ407百万円減少し、3,410百万円となりました。これは主

に現金及び預金229百万円、受取手形144百万円及び売掛金104百万円がそれぞれ減少したことと、商品・製品120百万円

が増加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248百万円減少し、1,746百万円となりました。これは主に短期借入金が94百

万円と長期借入金が80百万円それぞれ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158百万円減少し、1,663百万円となりました。これは主に第３四半期純損

失161百万円を計上したこと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。）の期末残高は前事業年度末より229百万円減少し、

262百万円となりました。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249百万円の減少に対し、税引前

四半期純損失153百万円、たな卸資産133百万円の増加及び仕入債務15百万円の減少などにより16百万円の資金の減少と

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43百万円と長期貸付金

の回収による収入11百万円などにより37百万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

ましては短期借入金の返済100百万円及び長期借入金の純減少額74百万円により175百万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20年７月23日に当社中間決算短

信にて公表いたしました平成20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20年10月15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) 4,758 △119 △144 △165 

今回修正予想(Ｂ) 4,427 △236 △258 △297 

増減額(Ｂ－Ａ) △331 △117 △114 △132 

増減率(％) △7.0 － － － 

 

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について一部簡便な方法を採用しています。 

 

 (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 (千円未満切捨)

前年同四半期末 
(平成19年11月期 
第３四半期末) 

当四半期末 
(平成20年11月期 
第３四半期末) 

増 減 
(参考) 前期末 

(平成19年11月期末) 
科 目 

金額（千円） 
構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

増減率 

（％） 
金額（千円）

構成比

（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金 318,296 262,424 △55,871  491,571

２．受取手形 752,896 498,091 △254,805  642,907

３．売掛金 600,102 508,971 △91,130  613,659

４．商品・製品 491,387 575,372 83,985  455,148

５．仕掛品 30,568 37,342 6,774  32,302

６．原材料・貯蔵品 29,936 33,361 3,424  25,204

７．短期貸付金 16,500 12,000 △4,500  14,000

８．その他 13,005 15,509 2,504  15,601

貸倒引当金 △2,500 △250 2,250  △2,300

流動資産合計 2,250,191 58.9 1,942,823 57.0 △307,367 △13.7 2,288,095 59.9

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

(1）建物・構築物 666,070 624,019 △42,050  650,584

(2）機械及び装置 172,552 142,024 △30,527  165,433

(3）車輌･工具器具及び
備品 

52,915 46,504 △6,411  45,268

(4）土地 540,166 540,166 ―  540,166

(5）建設仮勘定 ― 724 724  ―

有形固定資産合計 1,431,705 1,353,439 △78,265  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 7,636 831 △6,805  5,110

(3）その他 5,597 5,581 △15  5,593

無形固定資産合計 22,444 15,623 △6,821  19,915

３．投資その他の資産   

(1）投資有価証券 61,516 52,521 △8,994  55,308

(2）長期貸付金 20,000 8,000 △12,000  17,000

(3）破産債権等 62,783 62,498 △285  62,721

(4）団体生命保険掛込
金 

22,925 25,920 2,995  23,674

(5）その他 12,087 11,653 △433  12,087

貸倒引当金 △62,677 △62,431 246  △62,615

投資その他の資産合計 116,635 98,163 △18,471  108,176

固定資産合計 1,570,785 41.1 1,467,226 43.0 △103,558 △6.6 1,529,545 40.1

資産合計 3,820,977 100.0 3,410,050 100.0 △410,926 △10.8 3,817,640 100.0



アサヒ衛陶㈱（5341） 平成20年11月期第３四半期財務・業績の概況 

－  － 5

(千円未満切捨)

前年同四半期末 
(平成19年11月期 
第３四半期末) 

当四半期末 
(平成20年11月期 
第３四半期末) 

増 減 
(参考) 前期末 

(平成19年11月期末) 
科 目 

金額（千円） 
構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

増減率 

（％） 
金額（千円）

構成比

（％）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．支払手形 46,960 3,064 △43,895  16,162

２．買掛金 220,814 185,975 △34,838  187,981

３．短期借入金 695,636 597,341 △98,295  691,460

４．未払金 88,875 74,468 △14,407  107,832

５．未払費用 5,885 8,611 2,726  29,194

６．未払法人税等 9,497 9,225 △272  13,657

７．未払消費税等 ― ― ―  3,263

８．預り金 5,294 4,594 △700  2,534

９．賞与引当金 13,730 16,170 2,440  3,550

10．その他 8,422 4,601 △3,820  6,281

流動負債合計 1,095,115 28.7 904,053 26.5 △191,062 △17.4 1,061,919 27.8

Ⅱ 固定負債   

１．長期借入金 620,571 660,030 39,459  740,837

２．退職給付引当金 150,581 133,916 △16,665  143,889

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

固定負債合計 821,982 21.5 842,350 24.7 20,367 2.5 933,131 24.5

負債合計 1,917,098 50.2 1,746,403 51.2 △170,695 △8.9 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 △44,173 △161,081 △116,908  △135,049

利益剰余金合計 △44,173 △161,081 △116,908  △135,049

４．自己株式 △766 △903 △136  △766

株主資本合計 1,916,937 50.1 1,664,843 48.8 △252,094 △13.2 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 

△13,058 △1,196 11,862  △3,471

評価・換算差額等合計 △13,058 △0.3 △1,196 △0.0 11,862 ― △3,471 △0.1

純資産合計 1,903,878 49.8 1,663,646 48.8 △240,231 △12.6 1,822,590 47.7

負債、純資産合計 3,820,977 100.0 3,410,050 100.0 △410,926 △10.8 3,817,640 100.0
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 (2)（要約）四半期損益計算書 (千円未満切捨)

前年同四半期 
(平成19年11月期 

第３四半期) 

当四半期 
(平成20年11月期 

第３四半期) 
増 減 

(参考) 前期 
(平成19年11月期) 

科 目 

金額（千円） 
百分比

（％）
金額（千円）

百分比

（％）
金額（千円）

増減率 

（％） 
金額（千円）

百分比

（％）

Ⅰ 売上高 3,861,901 100.0 3,415,526 100.0 △446,374 △11.6 5,032,098 100.0

Ⅱ 売上原価 2,853,529 73.9 2,539,294 74.3 △314,234 △11.0 3,737,734 74.3

売上総利益 1,008,372 26.1 876,232 25.7 △132,139 △13.1 1,294,364 25.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,065,054 27.6 1,001,105 29.3 △63,948 △6.0 1,418,239 28.2

 営業損失 56,682 1.5 124,873 3.6 68,191 ― 123,875 2.5

Ⅳ 営業外収益 23,824 0.6 20,585 0.6 △3,239 △13.6 38,042 0.8

１．受取利息・受取配当
金 

1,976 1,488 △488  2,461

２．その他 21,847 19,096 △2,750  35,581

Ⅴ 営業外費用 37,037 0.9 36,987 1.1 △49 △0.1 46,476 0.9

１．支払利息 22,268 23,168 899  27,433

２．その他 14,768 13,819 △948  19,043

経常損失 69,895 1.8 141,276 4.1 71,380 ― 132,309 2.6

Ⅵ 特別利益 36,579 1.0 2,234 0.0 △34,345 △93.9 36,841 0.7

１．役員退職慰労引当金
取崩益 

35,955 ― △35,955  35,955

２．貸倒引当金戻入額 624 2,234 1,609  886

Ⅶ 特別損失 2,857 0.1 14,039 0.4 11,182 391.3 28,881 0.6

１．固定資産除却損 2,857 5,591 2,733  12,194

２．投資有価証券評価損 ― 8,448 8,448  16,686

税引前四半期（当
期）純損失 

36,173 0.9 153,081 4.5 116,908 ― 124,349 2.5

法人税、住民税及び
事業税 

8,000 0.2 8,000 0.2 ― ― 10,700 0.2

四半期(当期)純損失 44,173 1.1 161,081 4.7 116,908 ― 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（平成19年11月期第３四半期） (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

当四半期中の変動額    

その他資本剰余金の取崩し 
（千円） 

 △114,959 △114,959 114,959 114,959  －

四半期純損失(△)（千円）  △44,713 △44,713  △44,713

自己株式の取得（千円）   △466 △466

株主資本以外の項目の当四半期
中の変動額（純額）（千円） 

   

当四半期中の変動額合計（千円） － － △114,959 △114,959 70,786 70,786 △466 △44,639

平成19年８月31日残高（千円） 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（千円） 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 
（千円） 

 －

四半期純損失(△)（千円）  △44,173

自己株式の取得（千円）  △466

株主資本以外の項目の当四半期
中の変動額（純額）（千円） 

△14,438 △14,438 △14,438

当四半期中の変動額合計（千円） △14,438 △14,438 △59,078

平成19年８月31日残高（千円） △13,058 △13,058 1,903,878
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 当四半期（平成20年11月期第３四半期） (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

当四半期中の変動額    

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

四半期純損失（△）（千円）  △161,081 △161,081  △161,081

自己株式の取得（千円）   △136 △136

株主資本以外の項目の当四半期
中の変動額（純額）（千円）    

当四半期中の変動額合計（千円） － － △135,049 △135,049 △26,032 △26,032 △136 △161,218

平成20年８月31日残高（千円） 1,384,000 346,539 96,288 442,828 △161,081 △161,081 △903 1,664,843

 

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

当四半期中の変動額  

資本剰余金の取崩し（千円）  －

四半期純損失（△）（千円）  △161,081

自己株式の取得（千円）  △136

株主資本以外の項目の当四半期
中の変動額（純額）（千円） 2,274 2,274 2,274

当四半期中の変動額合計（千円） 2,274 2,274 △158,943

平成20年８月31日残高（千円） △1,196 △1,196 1,663,646
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（参考） 

 前期（平成19年11月期） (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)（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書  (千円未満切捨)

 

前年同四半期 

(平成19年11月期 

第３四半期) 

当四半期 

(平成20年11月期 

第３四半期) 

(参考) 前期 

(平成 19 年 11 月期) 

区   分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期(当期)純損失 △36,173 △153,081 △124,349

減価償却費 88,759 91,175 120,360

貸倒引当金の減少額 △624 △2,234 △886

賞与引当金の増加額 10,260 12,620 80

退職給付引当金の減少額 △12,822 △9,973 △19,514

役員退職慰労引当金の減少額 △35,955 ─ △35,955

受取利息及び受取配当金 △1,976 △1,488 △2,461

支払利息 22,268 23,168 27,433

固定資産除却損 2,857 4,996 6,532

投資有価証券評価損 ─ 8,448 16,686

売上債権の減少額 104,245 249,503 200,677

たな卸資産の増加額 △58,381 △133,420 △19,145

仕入債務の減少額 △57,278 △15,103 △120,908

その他 △38,031 △58,191 △1,686

小計 △12,851 16,418 46,862

利息及び配当金の受取額 1,976 1,488 2,461

利息の支払額 △22,268 △23,168 △27,433

法人税等の支払額 △11,021 △10,830 △10,861

営業活動によるキャッシュ・フロー △44,165 △16,091 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 △29,127 △43,145 △31,059

無形固定資産の取得による支出 ─ △870 ─

投資有価証券の取得による支出 △2,572 △3,388 △3,463

短期貸付金の回収による収入 320 ─ 320

長期貸付金の回収による収入 22,500 11,000 28,000

その他 △5,015 △1,588 △5,702

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,895 △37,992 △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 ─

長期借入れによる収入 80,000 150,000 330,000

長期借入金の返済による支出 △357,094 △224,926 △491,004

自己株式取得による支出 △466 △136 △466

財務活動によるキャッシュ・フロー △277,560 △175,062 △161,470

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △335,621 △229,146 △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四半期末（期末）残高 318,296 262,424 491,571

 




