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1.  22年11月期の業績（平成21年12月1日～平成22年11月30日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年11月期 2,972 △15.7 △121 ― △122 ― 32 ―

21年11月期 3,526 △21.1 △307 ― △331 ― △532 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年11月期 2.16 ― 3.1 △5.6 △4.1

21年11月期 △44.38 ― △43.5 △11.7 △8.7

（参考） 持分法投資損益 22年11月期  ―百万円 21年11月期  ―百万円

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

22年11月期 1,802 1,092 60.6 73.16
21年11月期 2,524 955 37.9 79.72

（参考） 自己資本   22年11月期  1,092百万円 21年11月期  955百万円

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

22年11月期 △12 638 △570 159
21年11月期 15 △23 △132 104

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年11月期 ― ― ― ― 0.00 ― ― ―

22年11月期 ― ― ― ― 0.00 ― ― ―

23年11月期 
（予想）

― ― ― ― 0.00 ―

3.  23年11月期の業績予想（平成22年12月1日～平成23年11月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
累計期間

1,510 △0.5 7 ― 2 ― △1 ― △0.07

通期 3,000 0.9 23 ― 14 ― 5 △84.4 0.33
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(注)詳細は18ページ「会計処理の変更」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

(注)１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、28ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年11月期 14,940,000株 21年11月期 12,000,000株

② 期末自己株式数 22年11月期  10,701株 21年11月期  10,661株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、３ページ「１．経営成績(1)経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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(1）経営成績に関する分析 

【当事業年度の概況】 

当事業年度におけるわが国経済は、政府による各種景気刺激策の効果や外需主導で一部に穏やかな回復が見られた

一方、長期化する円高・株安、慢性的なデフレや厳しい雇用環境による個人消費の低迷が依然と続く厳しい状況で推

移いたしました。 

住宅関連業界におきましては、住宅ローン減税や住宅エコポイント制度導入等の需要促進対策もあり、新設住宅着

工戸数が前年同期を上回る動向となりましたが依然として低水準で推移しております。このような市況の下で、更に

景気の二番底懸念も増大しており、今後も厳しい市場環境が続くものと思われます。 

かかる状況の中、当社といたしましては、衛陶工場の生産全量を海外委託生産体制に移行することにより、また、

水栓金具を海外へ仕入移管することにより大幅な生産コストの削減および仕入価格のコストダウンと生産拠点および

物流拠点を本社に集約することで運賃コストの削減を積極的に推進してまいりました。 

販売面では、エコ商品の推進として６ℓ節水便器「エディシリーズ」・「ワンピースシリーズ」を更に拡充するこ

とにより新規需要の獲得に努めてまいりました。また、洗面化粧台では、より付加価値の高い商品としてご好評を得

ております「ピュレアシリーズ」に「シャイニーピュレア」・「エレナ」の２機種を投入することで更に機種拡充を

図り、販売強化に努めてまいりました。 

また、衛陶工場の生産全量の海外移管及び洗面化粧台等の生産拠点、物流拠点の集約化等により人件費・運賃等の

管理費の圧縮に努めてまいりました。 

その結果、売上高は2,972百万円と前年同期比15.7％の減少となりました。売上総利益は売上高の減少にも拘らず

大幅な原価低減を図れたことにより961百万円と前年同期比18.0％の増加となりました。販売費及び一般管理費は運

賃等の減少で1,083百万円と前年同期比3.5％の減少にとどまりましたので営業損失は121百万円（前年同期は営業損

失307百万円）、経常損失は122百万円（前年同期は経常損失331百万円）を余儀なく計上することになりました。ま

た、特別利益として固定資産売却益等を計上したことにより当期純利益は32百万円（前年同期は当期純損失532百万

円）となりました。  

  

取り扱い品目別状況は、次のとおりであります。 

衛生機器 

 新設住宅着工戸数の低水準、リフォーム需要の低調等により売上高は1,824百万円（前年同期比11.3％減少）と

なりました。内訳では水洗便器セットでは健闘したものの、洗面器類など衛生陶器単体の落ち込みにより減少とな

りました。 

洗面機器 

 ＯＥＭ先への供給減少と直需物件への納入減少により、売上高1,147百万円（前年同期比21.8％減少）となりま

した。内訳では洗面化粧台、化粧鏡などの減少によるものであります。 

【次期の見通し】 

 今後の見通しにつきましては、長期化する円高・株安、慢性的なデフレ経済や悪化の続く雇用情勢など先行き不透

明感を払拭できない状況は更に続くものと予想されます。 

 また、住宅関連業界におきましても、雇用・所得環境の低迷により住宅購入および取替え需要等低調に推移し、厳

しい状況が続くものと予想されます。 

 こうした状況の中、当社といたしましては、衛生陶器・水栓金具・その他部材等海外調達商品の更なる仕入先及び

仕様等の見直しによるコスト削減、全金融機関への借入金元本の返済条件見直しによる運転資金の改善、海外事業展

開、ワークフローの積極展開による事業領域の拡大など事業構造の見直しを図ることで財務及び収益の改善を図るこ

とに全力投球してまいります。 

 次期の業績見通しにつきましては、売上高3,000百万円、営業利益23百万円、経常利益14百万円、当期純利益５百

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】 

当事業年度末の総資産につきましては、前事業年度末に比べて721百万円減少し、1,802百万円となりました。これ

は主に商品及び製品147百万円および有形固定資産553百万円がそれぞれ減少したことによるものであります。 

当事業年度末の負債につきましては、前事業年度末に比べて858百万円減少し、710百万円となりました。これは主

に借入金670百万円および未払金77百万円がそれぞれ減少したことによるものであります。 

当事業年度末の純資産につきましては、前事業年度末に比べて136百万円増加し、1,092百万円となりました。これ

は主に資本金99百万円および利益剰余金32百万円がそれぞれ増加したことによるものであります。 

１．経営成績
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【キャッシュ・フローの状況】 

当事業年度末の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55百万円増加し、

159百万円となりました。当事業年度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12百万円（前年同期15百万円の収入）となりました。これは主に有形固定資産売却

益157百万円を計上したことに対し、たな卸資産が147百万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） 

投資活動の結果得られた資金は638百万円（前年同期23百万円の支出）となりました。これは主に有形固定資産の

売却による収入672百万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570百万円（前年同期132百万円の支出）となりました。これは主に長期借入金の返

済による支出434百万円および短期借入金の返済による支出235百万円に対し、株式の発行による収入99百万円による

ものであります。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

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 
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・次期の配当 

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

事項は期末決算短信提出日（平成23年１月17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 

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。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。 

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。 

  平成20年11月期 平成21年11月期 平成22年11月期 

自己資本比率（％）   47.6   37.9   60.6

時価ベースの自己資本比率（％）   7.7   20.9   30.6

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）   23.7   67.5     －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）   1.7   0.6     －
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⑥ 継続企業の前提に関する注記 

当社は第51期から第60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60期において収益改善対策、販売対策、財務対策等

６項目の施策を掲げて営業利益の黒字化を図るべく努力をしてまいりましたが、わが国経済は政府による各種景気刺

激策の効果や外需主導により一部に穏やかな回復が見られたものの、慢性的なデフレ経済から脱却できず、厳しい雇

用環境による個人消費の低迷が依然と続く厳しい状況で推移いたしました。 

 住宅設備業界におきましても、住宅ローン減税や住宅エコポイント制度導入等の需要促進対策等により新設住宅着

工戸数が前年同期を上回る動向となりましたが依然として低水準のままであり、また、個人消費の低迷でリフォーム

需要も回復の兆しが見られないなど、当社を取り巻く市場環境は厳しい状況で推移し、市場での企業間競争が従前以

上に熾烈化を極めた事により当初の計画が未達成となりました。 

 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第61期におきましては収益性の向上を 重要課

題として下記項目を掲げて、早期に営業利益の黒字化を図ってまいります。 

・製造コスト削減 

  海外委託生産体制の見直しにより、更なる生産コストの削減を図ってまいります。 

・仕入商品コスト削減 

  海外仕入先への移管強化および仕入商品の仕様見直しにより、仕入価格のコストダウンを図ってまいります。 

・物流コスト削減 

  海外からの輸入体制再構築により、運賃コストの削減を図ってまいります。 

・財務体質の改善 

 全金融機関への借入金元本の返済条件の見直しによる運転資金の改善を図ってまいります。また、短期借入金

145,514千円につきましては平成23年３月に借換を計画しております。 

・販売強化 

海外調達を進め、ローコスト品のみならず中高級品に至るまで、価格競争力のついた商品の拡販と新規販路の開

拓を推進してまいります。 

 しかしながら、製造コスト削減、仕入商品コスト削減、物流コスト削減および販売強化等の各施策は現在推進中で

あり、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

 財務諸表は継続企業を前提として作成されており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を財務諸表には

反映しておりません。 
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 当社は、衛生機器（衛生陶器、附属器具、水洗便器セット、その他関連機器）・洗面機器（洗面化粧台、化粧鏡、

天板、その他関連機器）の製造、仕入、販売を主な事業内容としております。 

  

 事業系統図は次のとおりであります。  

  

 
  

(1）会社の経営の基本方針 

当社は、快適な水回り生活空間を創造する企業として、創業精神である社訓「誠実と明朗」、「技術と精進」、

「親和と共栄」を社是として、それを単なる企業内融和や自社自益の域にとどめず、当社を取り巻く関係各位、すな

わち株主・販売先・仕入先・従業員・そして地域社会などを通じて社会的責任を自覚し存在感のある企業を目指しま

す。 

   

(2）目標とする経営指標 

当社は、継続して利益の出る企業作りの確立を図るため、売上高経常利益率を重視し事業運営にあたっておりま

す。 

   

(3）中長期的な経営戦略と対処すべき課題  

わが国経済は、現状各種政策の効果や外需主導で景気は穏やかな回復基調となりつつあるものの、為替及び株価

は安定せず、慢性的なデフレや厳しい雇用環境など、先行き不透明感を払拭できない状況が続くものと思われます。

国内の住宅設備市場におきましても、雇用情勢の悪化や個人消費の低迷から新設住宅着工戸数、リフォーム需要

に回復の兆しが見られないなど、市場環境は依然として厳しい状況が続くものと思われます。 

このような厳しい経営環境下の中、当社は先ず第61期におきまして、営業黒字化を目指しております。 

こうした課題に対処するため、利益額確保として収益性の向上を 重要課題として下記項目を掲げ目標達成に向

けて全力で取り組んでまいります。 

① 収益改善として 

・海外委託生産体制の見直しすることにより更なる生産コスト削減。 

・海外仕入先への移管強化および仕入商品の仕様見直しにより仕入価格のコスト削減。 

・海外からの輸入体制再構築により運賃コスト削減。 

② 財務体質の改善として 

・全金融機関への借入金元本の返済条件の見直しによる運転資金の改善。  

また、平成23年３月に短期借入金の借換を計画。 

③ 販売強化として 

・海外調達の推進による価格競争力のついた商品の拡販と新規販路の開拓 

    

(4）その他、会社の経営上重要な事項 

該当事項はありません。 

  

  

２．企業集団の状況

３．経営方針
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年11月30日) 

当事業年度 
(平成22年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 104,575 159,936

受取手形 ※1  240,090 ※1  246,987

売掛金 402,500 352,490

商品及び製品 475,732 328,028

前渡金 － 42,945

預け金 68,800 －

その他 15,432 12,033

貸倒引当金 △1,600 △1,300

流動資産合計 1,305,531 1,141,121

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,577,508 426,262

減価償却累計額 △1,046,948 △210,974

建物（純額） ※1  530,559 ※1  215,288

構築物 220,682 47,565

減価償却累計額 △182,448 △32,202

構築物（純額） 38,233 15,363

機械及び装置 230,541 175,863

減価償却累計額 △189,678 △158,975

機械及び装置（純額） 40,862 16,888

車両運搬具 9,747 6,632

減価償却累計額 △9,087 △6,505

車両運搬具（純額） 659 127

工具、器具及び備品 259,187 255,315

減価償却累計額 △237,773 △246,418

工具、器具及び備品（純額） 21,413 8,897

土地 ※1  521,659 ※1  343,501

有形固定資産合計 1,153,389 600,065

無形固定資産   

ソフトウエア 3,201 2,423

施設利用権 48 32

電話加入権 5,516 3,586

無形固定資産合計 8,766 6,042

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  32,578 ※1  32,375

出資金 50 50

破産更生債権等 69,407 64,214

団体生命保険掛込金 6,146 －

その他 18,323 23,135

貸倒引当金 △69,407 △64,214

投資その他の資産合計 57,098 55,560

固定資産合計 1,219,254 661,668

資産合計 2,524,785 1,802,790
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年11月30日) 

当事業年度 
(平成22年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 22,338 34,007

買掛金 ※1  79,807 ※1  67,718

短期借入金 ※1  381,084 ※1  145,514

1年内返済予定の長期借入金 ※1  487,930 －

未払金 133,476 55,676

未払費用 64,569 30,164

未払法人税等 9,758 12,988

未払消費税等 4,957 24,844

預り金 3,132 3,068

受取手付金 70,000 －

賞与引当金 3,480 3,120

その他 13,448 289

流動負債合計 1,273,982 377,391

固定負債   

長期借入金 ※1  174,058 ※1  227,263

退職給付引当金 92,700 79,795

預り営業保証金 28,270 26,055

固定負債合計 295,028 333,114

負債合計 1,569,011 710,506

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,384,000 1,483,960

資本剰余金   

資本準備金 109,367 109,367

資本剰余金合計 109,367 109,367

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △532,143 △500,094

利益剰余金合計 △532,143 △500,094

自己株式 △950 △952

株主資本合計 960,273 1,092,280

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,499 3

評価・換算差額等合計 △4,499 3

純資産合計 955,774 1,092,283

負債純資産合計 2,524,785 1,802,790
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 3,526,420 2,972,111

売上原価   

商品及び製品期首たな卸高 448,605 475,732

当期製品製造原価 861,339 405,076

外注製品受入高 806,235 534,046

当期商品仕入高 1,070,955 918,273

他勘定振替高 ※2  △10 ※2  △5,135

合計 3,187,145 2,338,263

商品及び製品期末たな卸高 ※3  475,732 ※3  328,028

売上原価合計 2,711,413 2,010,235

売上総利益 815,007 961,876

販売費及び一般管理費 ※1, ※4  1,122,673 ※1, ※4  1,083,023

営業損失（△） △307,665 △121,146

営業外収益   

受取利息及び配当金 803 573

仕入割引 11,986 8,517

デリバティブ解約益 － 2,926

役務提供料 － 7,964

試作品補償金収入 2,450 608

雑収入 9,172 9,862

営業外収益合計 24,412 30,453

営業外費用   

支払利息 25,376 10,750

売上割引 13,125 11,798

スワップ評価損 878 －

雑支出 8,765 8,784

営業外費用合計 48,146 31,332

経常損失（△） △331,399 △122,026

特別利益   

貸倒引当金戻入額 216 887

固定資産売却益 － ※5  157,323

投資有価証券売却益 2,730 －

受取和解金 － 32,468

特別利益合計 2,946 190,679

特別損失   

投資有価証券評価損 6,960 6,514

固定資産除却損 － 8,563

減損損失 ※6  37,905 ※6  3,906

賃借契約解約による原状復帰費用 － 8,670

工場閉鎖損失 ※7  149,823 －

特別損失合計 194,689 27,654

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △523,143 40,998

法人税、住民税及び事業税 9,000 8,950

当期純利益又は当期純損失（△） △532,143 32,048
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 （注） ※ 経費の主な内訳は次のとおりであります。 

    

原価計算の方法 

 当社の原価計算は、総合原価計算による実際原価計算であります。 

  

製造原価明細書

    
前事業年度

（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年12月１日 
至 平成22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
（％） 

Ⅰ 材料費    398,447  47.3  336,628  83.1

Ⅱ 労務費    251,862  29.9  57,630  14.2

Ⅲ 経費 ※  191,580  22.8  10,817  2.7

当期総製造費用    841,890  100.0  405,076  100.0

仕掛品期首たな卸高    37,620    －   

合計    879,511    405,076   

他勘定振替高    18,171    －   

当期製品製造原価    861,339    405,076   

            

項目 
前事業年度

（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年12月１日 
至 平成22年11月30日） 

減価償却費（千円）  62,400  1,500

電力費（千円）  45,000  2,700

営修繕費（千円）  30,000  100

賃借料（千円）  12,865  1,212
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年11月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,384,000 1,384,000

当期変動額   

新株の発行 － 99,960

当期変動額合計 － 99,960

当期末残高 1,384,000 1,483,960

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 346,539 109,367

当期変動額   

資本準備金の取崩 △237,172 －

当期変動額合計 △237,172 －

当期末残高 109,367 109,367

その他資本剰余金   

前期末残高 96,288  

当期変動額   

準備金から剰余金への振替 237,172 －

資本剰余金の取崩 △333,460 －

当期変動額合計 △96,288 －

資本剰余金合計   

前期末残高 442,828 109,367

当期変動額   

資本準備金の取崩 △237,172 －

準備金から剰余金への振替 237,172 －

資本剰余金の取崩 △333,460 －

当期変動額合計 △333,460 －

当期末残高 109,367 109,367

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 △333,460 △532,143

当期変動額   

資本剰余金の取崩 333,460 －

当期純利益又は当期純損失（△） △532,143 32,048

当期変動額合計 △198,682 32,048

当期末残高 △532,143 △500,094

利益剰余金合計   

前期末残高 △333,460 △532,143

当期変動額   

資本剰余金の取崩 333,460 －

当期純利益又は当期純損失（△） △532,143 32,048

当期変動額合計 △198,682 32,048

当期末残高 △532,143 △500,094
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年11月30日) 

自己株式   

前期末残高 △909 △950

当期変動額   

自己株式の取得 △41 △1

当期変動額合計 △41 △1

当期末残高 △950 △952

株主資本合計   

前期末残高 1,492,457 960,273

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △532,143 32,048

自己株式の取得 △41 △1

新株の発行 － 99,960

当期変動額合計 △532,184 132,006

当期末残高 960,273 1,092,280

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △4,030 △4,499

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △468 4,502

当期変動額合計 △468 4,502

当期末残高 △4,499 3

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △4,030 △4,499

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △468 4,502

当期変動額合計 △468 4,502

当期末残高 △4,499 3

純資産合計   

前期末残高 1,488,426 955,774

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △532,143 32,048

自己株式の取得 △41 △1

新株の発行 － 99,960

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △468 4,502

当期変動額合計 △532,652 136,509

当期末残高 955,774 1,092,283
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △523,143 40,998

減価償却費 125,403 50,149

減損損失 37,905 3,906

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,359 △5,493

賞与引当金の増減額（△は減少） △50 △360

退職給付引当金の増減額（△は減少） △23,861 △12,904

受取利息及び受取配当金 △803 △573

デリバティブ解約益 － △2,926

支払利息 25,376 10,750

投資有価証券売却損益（△は益） △2,730 －

固定資産除却損 － 6,213

工場閉鎖損失 86,388 －

受取和解金 － △32,468

投資有価証券評価損益（△は益） 6,960 6,514

有形固定資産売却損益（△は益） － △157,323

売上債権の増減額（△は増加） 268,395 43,112

たな卸資産の増減額（△は増加） 40,073 147,704

仕入債務の増減額（△は減少） △38,819 △419

その他 41,800 △93,566

小計 51,255 3,314

利息及び配当金の受取額 803 573

デリバティブ取引解約による受取額 － 2,926

利息の支払額 △25,376 △10,750

法人税等の支払額 △10,812 △8,949

営業活動によるキャッシュ・フロー 15,870 △12,885

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出  －

有形固定資産の取得による支出 △45,495 △28,641

無形固定資産の取得による支出 △2,155 △9,667

有形固定資産の売却による収入 － 672,171

投資有価証券の取得による支出 △8,655 △1,808

不動産譲渡契約に伴う手付金収入 70,000 －

長期貸付金の回収による収入 17,000 －

投資有価証券の売却による収入 20,370 －

手付金預託による支出 △68,800 －

その他 △6,243 6,529

投資活動によるキャッシュ・フロー △23,979 638,583
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年11月30日) 

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 △11,000 △235,570

長期借入金の返済による支出 △121,465 △434,724

株式の発行による収入 － 99,960

自己株式の取得による支出 △41 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △132,506 △570,336

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △140,614 55,360

現金及び現金同等物の期首残高 245,190 104,575

現金及び現金同等物の期末残高 104,575 159,936
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継続企業の前提に関する注記

前事業年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年12月１日 
至 平成22年11月30日） 

 当社は第51期から第59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59期において収益改善対策、販売対策、財務対

策等４項目の施策を掲げて営業利益の黒字化を図るべく

努力をしてまいりましたが、平成20年秋以降の世界的な

金融危機および経済環境の悪化により景気が後退してい

く中、わが国経済もデフレ経済から脱却できず、失業率

の悪化による雇用情勢や個人消費の低迷が続き、依然と

して厳しい状況で推移いたしました。 

住宅設備業界におきましても、新設住宅着工戸数の大

幅な落ち込み、リフォーム需要も回復の兆しが見られな

いなど、当社を取り巻く市場環境は厳しい状況で推移

し、市場での企業間競争が更に熾烈化を極めたことによ

り当初の計画が未達成となりました。 

このような厳しい経営環境の中、当社は当該状況を解

消するために第60期においては利益額確保として収益性

の向上を 重要課題として下記項目を掲げて、早期に営

業利益の黒字化を図ってまいります。 

(1)製造コスト削減 

衛陶工場の生産全量を海外委託生産体制に移行するこ

とにより、大幅な生産コストの削減を図ってまいりま

す。 

(2)仕入商品のコスト削減 

水栓金具の仕入先見直しとして、海外へ仕入移管する

ことで、仕入価格のコストダウンを図ってまいります。 

(3)生産拠点および物流拠点の集約化 

生産拠点および物流拠点を本社に集約することで運賃

コストの削減を図ってまいります。 

(4)財務体質の改善 

本社・工場の土地・建物の売却により有利子負債の圧

縮を図ってまいります。 

(5)販売強化 

ローコスト便器、新型ワンピース便器の投入による新

規大手ビルダー開拓の積極的な推進および海外へ仕入移

管された調達部品のコスト削減により競争力のついた商

品の拡販を推進してまいります。 

(6)資金計画 

平成21年12月において第三者割当増資99,960千円を予

定しております。また、短期借入金170,000千円について

は平成22年２月に借換を計画しております。 

しかしながら、製造コスト削減、仕入商品のコスト削

減および販売強化等の各施策は現在推進中であり、現時

点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら

れます。 

 財務諸表は継続企業を前提として作成されており、継続

企業の前提に関する重要な不確実性の影響を財務諸表には

反映しておりません。  

 当社は第51期から第60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60期において収益改善対策、販売対策、財務対策等

６項目の施策を掲げて営業利益の黒字化を図るべく努力を

してまいりましたが、わが国経済は政府による各種景気刺

激策の効果や外需主導により一部に穏やかな回復が見られ

たものの、慢性的なデフレ経済から脱却できず、厳しい雇

用環境による個人消費の低迷が依然と続く厳しい状況で推

移いたしました。 

 住宅設備業界におきましても、住宅ローン減税や住宅エ

コポイント制度導入等の需要促進対策等により新設住宅着

工戸数が前年同期を上回る動向となりましたが依然として

低水準のままであり、また、個人消費の低迷でリフォーム

需要も回復の兆しが見られないなど、当社を取り巻く市場

環境は厳しい状況で推移し、市場での企業間競争が従前以

上に熾烈化を極めた事により当初の計画が未達成となりま

した。 

 このような厳しい経営環境の中、当社は当該状況を解消

するために第61期におきましては収益性の向上を 重要課

題として下記項目を掲げて、早期に営業利益の黒字化を図

ってまいります。 

(1) 製造コスト削減 

 海外委託生産体制の見直しにより、更なる生産コストの

削減を図ってまいります。 

(2) 仕入商品コスト削減 

 海外仕入先への移管強化および仕入商品の仕様見直しに

より、仕入価格のコストダウンを図ってまいります。 

(3)物流コスト削減 

 海外からの輸入体制再構築により、運賃コストの削減を

図ってまいります。 

(4)財務体質の改善 

 全金融機関への借入金元本の返済条件の見直しによる運

転資金の改善を図ってまいります。また、短期借入金

145,514千円につきましては平成23年３月に借換を計画  

しております。 

(5)販売強化 

 海外調達を進め、ローコスト品のみならず中高級品に至

るまで、価格競争力のついた商品の拡販と新規販路の開拓

を推進してまいります。 

 しかしながら、製造コスト削減、仕入商品コスト削減、

物流コスト削減および販売強化等の各施策は現在推進中で

あり、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性

が認められます。 

 財務諸表は継続企業を前提として作成されており、継続

企業の前提に関する重要な不確実性の影響を財務諸表には

反映しておりません。 
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重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年12月１日 
至 平成22年11月30日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

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） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

デリバティブ 

 時価法 

――――― 

  

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品、製品 

 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） 

商品、製品 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産 

移動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） 

４．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法 

 但し、平成10年４月１日以降の新規取得

建物（附属設備を除く）については定額法

を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物・構築物  ３～50年 

機械及び装置  ２～11年 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法 

 但し、平成10年４月１日以降の新規取得

建物（附属設備を除く）については定額法

を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物・構築物  ３～60年 

機械及び装置  ２～11年 

  （追加情報） 

 平成20年度の法人税法の改正に伴い、

一部の機械及び装置について、改正後の

法定耐用年数を適用し、当事業年度より

耐用年数の変更をしております。 

 当該変更に伴い、前事業年度と同一の

方法によった場合と比べ、売上総利益が

3,539千円減少し、営業損失、経常損失及

び税引前当期純損失がそれぞれ4,235千円

増加しております。 

――――― 

  

  (2）無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法 

 なお、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）に基づいております。  

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  (3）リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引

のうち、リース取引開始日が平成20年11月

30日以前の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。  

(3）リース資産 

同左 
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項目 
前事業年度

（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年12月１日 
至 平成22年11月30日） 

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 期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。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

 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。 

(2）賞与引当金 

同左 

  (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支給見

込額に基づき計上しております。 

(3）退職給付引当金 

同左 

６．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か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 

７．消費税及び地方消費税の

会計処理方法 

 税抜方式によっております。 同左 
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会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年12月１日 
至 平成22年11月30日） 

（リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、 

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって 

おりましたが、当事業年度より「リース取引に関する会 

計基準」（企業会計基準第13条（平成５年６月17日（企 

業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及 

び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会 

計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会 

計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））

を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

 また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る 

リース資産の減価償却の方法については、リース期間を 

耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用してお 

ります。 

 なお、リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前 

の所有権移転外ファイナンス・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を引き続 

き採用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

――――― 

―――――  （たな卸資産の評価方法の変更） 

当社は従来、商品及び製品の評価方法については、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）によっておりましたが、仕入価格変動に伴う利益変動

の平準化を図るため、当事業年度より移動平均法による原

価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しま

した。 

この結果、従来の方法によった場合と比較して、たな卸

資産が6,313千円減少し、営業損失、経常損失がそれぞれ

6,313千円増加し、税引前当期純利益が6,313千円減少して

おります。 

  

表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年12月１日 
至 平成22年11月30日） 

（貸借対照表関係） 

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等

の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令

第50号）が適用となることに伴い、前事業年度において

「商品」「製品」として掲記されていたものは、当事業年

度から「商品及び製品」と一括して掲記しております。な

お、当事業年度に含まれる「商品」「製品」はそれぞれ

166,090千円、309,641千円であります。  

――――― 
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年11月30日） 

当事業年度 
（平成22年11月30日） 

※１．担保に供している資産 

次のものは、短期借入金381,084千円及び長期借入

金661,988千円（1年以内に返済予定の長期借入金

487,930千円を含む）、買掛金23,405千円の担保に

供しております。 

※１．担保に供している資産 

次のものは、短期借入金 千円及び長期借入

金 千円、買掛金 千円の担保に供して

おります。 

145,514

227,263 23,501

受取手形 千円100,024 (帳簿価額)

建物 千円529,831 (  〃  )

土地 千円500,839 (  〃  )

投資有価証券 千円27,391 (  〃  )

合計 千円1,158,087 (  〃  )

受取手形 千円123,524 (帳簿価額)

建物 千円208,739 (  〃  )

土地 千円339,649 (  〃  )

投資有価証券 千円25,709 (  〃  )

合計 千円697,623 (  〃  )

 ２．受取手形割引高 149,507千円  ２．受取手形割引高 千円－

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年12月１日 
至 平成22年11月30日） 

※１．研究開発費の総額 

一般管理費に含まれている研究開発費は101,458千

円であります。 

※１．研究開発費の総額 

一般管理費に含まれている研究開発費は 千円

であります。 

46,697

※２．この内訳は下記のとおりであります。 ※２．この内訳は下記のとおりであります。 

他勘定振替高   

  原価差額（損） 千円△1,977

  販売費及び一般管理費への振替  1,967

  合計  △10

他勘定振替高   

  原価差額（損） 千円△6,813

  販売費及び一般管理費への振替  1,678

  合計  △5,135

※３．期末たな卸高は、収益性の低下に伴う簿価切下げ後

の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に

含まれております。 

    千円27,061

※３．期末たな卸高は、収益性の低下に伴う簿価切下げ後

の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に

含まれております。 

    千円18,964

※４．販売費及び一般管理費主要な費目及び金額は次のと

おりであります。 

※４．販売費及び一般管理費主要な費目及び金額は次のと

おりであります。 

運賃及び運送保険料 千円193,137

給与手当  262,690

賞与手当  35,083

賞与引当金繰入額  2,760

退職給付費用  14,381

福利厚生費  54,815

賃借料  64,898

旅費交通費  56,112

減価償却費  54,803

メンテナンス費  91,339

運賃及び運送保険料 千円152,292

給与手当  301,683

賞与手当  42,635

賞与引当金繰入額  2,790

退職給付費用  16,499

福利厚生費  64,101

賃借料  73,969

旅費交通費  68,778

減価償却費  47,605

メンテナンス費  31,558

――――― ※５．固定資産売却益は、土地・建物151,795千円、機械

及び装置5,527千円であります。 
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前事業年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年12月１日 
至 平成22年11月30日） 

※６．減損損失の内容は次のとおりであります。 

 当社の資産グルーピングについて、従来、事業用資産

は全事業所を一体として区分しておりましたが、衛陶工

場の閉鎖決定により資産グループについて見直しを行

い、原則として事業所単位毎に検証した結果、東京支店

の土地については、帳簿価額を回収可能額まで減額し、

当該減少額を減損損失として特別損失に計上しておりま

す。また、借地権と施設利用権の回収可能額は零として

おります。なお、土地の回収可能額は正味売却価額によ

り測定しており、不動産鑑定価額に基づき評価しており

ます。 

場所 用途 種類 減損損失額 

東京支店 事務所 土地 18,507千円

本社 製品置場 借地権 9,210 

本社 下水道 施設利用権 10,187 

※６．減損損失の内容は次のとおりであります。 

 当社の資産グルーピングについては事業所単位で行っ

ており、検証した結果、東京支店の土地については帳簿

価額を回収可能額まで減額し、松山営業所他建物・電話

加入権等については、回収可能額は零として当該減少額

を減損損失として特別損失に計上しております。なお、

土地の回収可能額は正味売却価額により測定しており、

不動産鑑定価額に基づき評価しております。  

場所 用途 種類 減損損失額

東京支店 事務所 土地 1,651千円

松山営業所他 － 建物他 325 

松山営業所他 － 電話加入権 1,929 

※７．工場閉鎖損失の内容は次のとおりであります。 

機械及び装置 千円67,417

工具、器具及び備品  18,970

原材料  3,156

貯蔵品  11,409

仕掛品  15,348

撤去処分費用  23,235

特別退職金  10,284

合計  149,823

――――― 
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前事業年度（自 平成20年12月１日 至 平成21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 

(注)自己株式数の増加1,534株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

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。 

  

当事業年度（自 平成21年12月１日 至 平成22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 

(注)１．普通株式の発行済株式総数の増加2,940,000株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の増加40株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

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。 

  

（株主資本等変動計算書関係）

  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) 9,127株 1,534株 ― 株  10,661株 

  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 (注)１       12,000,000株 2,940,000株  株 ―       14,940,000株 

自己株式         

 普通株式 (注)２  10,661株 40株  株  ―    10,701株 
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当事業年度（自 平成21年12月１日 至 平成22年11月30日） 

 決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年12月１日 
至 平成22年11月30日） 

※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 

※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21年11月30日現在） （平成22年11月30日現在） 

現金及び預金勘定   104,575千円

現金及び現金同等物  104,575

現金及び預金勘定    千円159,936

現金及び現金同等物  159,936

（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年12月１日 
至 平成22年11月30日） 

 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 

同左 

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リ

ース取引開始日が、平成20年11月30日以前のリース取

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が、重要性が乏しいため、

記載を省略しております。 

  

（金融商品関係）
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前事業年度（平成21年11月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 （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（6,960千円）後の帳簿価額によっております。 

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成20年12月１日 至 平成21年11月30日）  

  

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

（有価証券関係）

  種類 
取得原価
（千円） 

貸借対照表計上額 
（千円） 

差額（千円）

貸借対照表計上額が

取得原価を超えるも

の 

(1）株式  8,104  8,848  743

(2）債券  －  －  －

① 国債・地方債等       

② 社債       

(3）その他  －  －  －

小計  8,104  8,848  743

貸借対照表計上額が

取得原価を超えない

もの 

(1）株式 ※   28,973  23,729  △5,243

(2）債券  －  －  －

① 国債・地方債等       

② 社債       

(3）その他  －  －  －

小計  28,973  23,729  △5,243

合計  37,077  32,578  △4,499

 売却額（千円）  売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

 20,370  2,730  －

  貸借対照表計上額（千円） 

非上場株式  0

合計  0
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当事業年度（平成22年11月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 （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（6,514千円）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 

  

  種類 
取得原価
（千円） 

貸借対照表計上額 
（千円） 

差額（千円）

貸借対照表計上額が

取得原価を超えるも

の 

(1）株式  12,986  14,280  1,294

(2）債券  －  －  －

① 国債・地方債等       

② 社債       

(3）その他  －  －  －

小計  12,986  14,280  1,294

貸借対照表計上額が

取得原価を超えない

もの 

(1）株式 ※    19,385  18,094  △1,290

(2）債券  －  －  －

① 国債・地方債等       

② 社債       

(3）その他  －  －  －

小計  19,385  18,094  △1,290

合計  32,371  32,375  3

  貸借対照表計上額（千円） 

非上場株式  0

合計  0
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前事業年度（自 平成20年12月１日 至 平成21年11月30日） 

１．取引の状況に関する事項 

(1）取引の内容 

 当社の利用しているデリバティブ取引は、通貨関連の通貨スワップ取引であります。 

(2）取引に対する取り組み方針 

 当社のデリバティブ取引は、将来の為替・金利の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取

引は行わない方針であります。 

(3）取引の利用目的 

 当社のデリバティブ取引は、通貨関連では外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを回避し、安定的な利

益の確保を図る目的で利用しております。 

 なお、デリバティブ取引を利用したヘッジ取引は利用しておりません。 

(4）取引に係るリスクの内容 

 通貨スワップ取引等は為替相場の変動によるリスクを有しております。 

 なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定しておりますので、信用リスクはほとんどないと認

識しております。 

(5）取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引についての基本方針は取締役会で決定され、管理本部が実行及び管理を行っておりま

す。 

 なお、契約内容及び取引残高の照合は直接の担当者以外の担当管理職が行い、担当役員及び取締役社長

に報告することとしております。 

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 

 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約

額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 

２．取引の時価等に関する事項 

(1）通貨関連 

 （注）１．通貨スワップの時価は、取引金融機関から提示された価格に基づき算定しております。 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。 

３．評価損13,242千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。 

  

当事業年度（自 平成21年12月１日 至 平成22年11月30日） 

期末残高がないため、該当事項はありません。 

  

（デリバティブ取引関係）

区分 取引の種類
想定元本相当
額 

契約額等
契約額等のう
ち１年超 

時価（千円） 
評価損益
（千円） 

市場取引以

外の取引 

通貨スワップ取引           

米ドル（受取）  3,600千ドル 570千ドル 390千ドル 
 △13,242  △13,242

日本円（支払） 434,160千円 62,130千円 42,510千円 
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１．採用している退職給付制度の概要 

当社は確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けており、また、中小企業退職金共済制度に加入しておりま

す。なお、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。 

２．退職給付債務に関する事項 

（注）退職給付債務の計算に当たっては「簡便法」を適用しており、中小企業退職金共済制度に移行した部分も含めた退

職給付債務としております。 

３．退職給付費用に関する事項 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

（退職給付関係）

    
前事業年度

（平成21年11月30日） 
当事業年度

（平成22年11月30日） 

(1) 退職給付債務（千円）  △212,059  △191,102

(2) 中小企業退職金共済制度積立金（千円）  119,358    111,306   

(3) 未積立退職給付債務（千円）  △92,700    △79,795   

(4) 会計基準変更時差異の未処理額（千円）  －    －   

(5) 未認識数理計算上の差異（千円）  －    －   

(6) 未認識過去勤務債務（千円）  －    －   

(7) 退職給付引当金（千円）  △92,700    △79,795   

    
前事業年度

(自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日) 

当事業年度
(自 平成21年12月１日 
至 平成22年11月30日) 

(1) 勤務費用（千円）  20,955  18,264

(2) 利息費用（千円）  －    －   

(3) 運用益処理額（千円）  △1,402    △1,256   

(4) 会計基準変更時差異の費用処理額 

（千円） 
 －    －   

(5) 数理計算上の差異の費用処理額（千円）  －    －   

(6) 過去勤務債務の費用処理額（千円）  －    －   

(7) 臨時に支払った割増退職金等（千円）  10,284    920   

(8) 退職給付費用（千円）  29,837    17,927   

    
前事業年度

（平成21年11月30日） 
当事業年度

（平成22年11月30日） 

(1) 退職給付見込額の期間配分方法  －    －   

(2) 割引率（％）  －    －   

(3) 期待運用収益率（％）  －    －   

(4) 数理計算上の差異の処理年数（年）  －    －   

(5) 会計基準変更時差異の処理年数（年）  －    －   
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前事業年度（自 平成20年12月１日 至 平成21年11月30日） 

  該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成21年12月１日 至 平成22年11月30日） 

  該当事項はありません。 

  

前事業年度（自平成20年12月１日 至平成21年11月30日） 

（追加情報） 

当事業年度より「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第11号 平成

18年10月17日）および「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 企業会計基

準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適用しております。 

  

１．関連当事者との取引 

該当事項はありません。 

  

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自平成21年12月１日 至平成22年11月30日）  

１．関連当事者との取引 

重要性が乏しいため記載を省略しております。 

  

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

該当事項はありません。 

（税効果会計関係）

前事業年度 
（平成21年11月30日） 

当事業年度 
（平成22年11月30日） 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産及の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産   

貸倒引当金 26,470  千円

たな卸資産評価損 17,102 

投資有価証券評価損 22,137 

退職給付引当金 37,080 

繰越欠損金  584,748  

その他有価証券評価差額金  1,799  

その他 37,085 

繰延税金資産小計 726,424 

評価性引当額 △ 726,424 

繰延税金資産の純額   －  

繰延税金資産   

貸倒引当金 25,468  千円

たな卸資産評価損 12,524 

投資有価証券評価損 25,175 

退職給付引当金 32,476 

繰越欠損金  532,945  

その他 14,325 

繰延税金資産小計 642,917  

評価性引当額 △ 642,917 

繰延税金資産の純額   －  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳  

当事業年度は税引前当期純損失を計上したため、

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異は記載しておりません。 
  

当事業年度の課税所得は零であり、住民税均等割

額のみであるため、法定実効税率と税効果会計適

用後の法人税等の負担率との差異は記載しており

ません。 

  

（持分法損益等）

（関連当事者情報）
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 （注） １株当たり当期純利益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。 

  

前事業年度（自 平成20年12月１日 至 平成21年11月30日） 

１．固定資産の譲渡及び特別利益の発生について 

当社は平成21年11月17日開催の取締役会において、固定資産の譲渡を決議いたしました。譲渡理由は財政状態

の建直しを目的として当該資産を売却するものであります。 

譲渡内容は本社・衛陶工場の土地、建物、譲渡価額は700,000千円であります。 

譲渡先は株式会社ダブルアップ、譲渡日は平成21年12月24日であります。なお、平成21年12月24日売却後の当

該土地、建物の一部を株式会社ダブルアップと建物賃貸借契約を締結いたします。 

当該事象の損益に与える影響額として、当該固定資産の譲渡により、平成22年11月期の第１四半期会計期間の

損益計算書において特別利益として固定資産売却益152,000千円を計上する見込みであります。 

  

２．第三者割当による新株式発行について 

当社は平成21年11月27日開催の取締役会において、第三者割当による新株式の発行を次のとおり決議いたしま

した。 

   

当事業年度（自 平成21年12月１日 至 平成22年11月30日） 

 該当事項はありません。 

  

   

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年12月１日 
至 平成22年11月30日） 

１株当たり純資産額 円79.72

１株当たり当期純損失金額 円44.38

１株当たり純資産額 円73.16

１株当たり当期純利益金額 円2.16

 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。 

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、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。 

  
前事業年度

（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年12月１日 
至 平成22年11月30日） 

当期純利益または純損失（△）（千円）  △532,143  32,048

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益または純損失

（△）（千円） 
 △532,143  32,048

期中平均株式数（株）  11,989,904  14,816,545

（重要な後発事象）

(1)発行株式数 普通株式 2,940,000株

(2)発行価額 １株につき34円

(3)発行価額の総額 99,960,000円

(4)資本組入額  99,960,000円  

(5)募集方法 第三者割当の方法

(6)申込期日       平成21年12月15日

(7)払込期日       平成21年12月15日

(8)割当先および割当株式数      仁慈資源ファンド１号投資事業組合 2,940,000株  

(9)募集時点における発行済株式数   12,000,000株

(10)当該増資による発行株式数     2,940,000株

(11)募集後における発行済株式数    14,940,000株
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(1）役員の異動 

①代表者の異動 

 該当事項はありません。 

  

②その他の役員の異動 

 ・新任監査役候補 

   監 査 役（常勤）  景山 好庸 

 ・退任予定取締役 

   取 締 役      今田 和宏（現 取締役相談役）  

 ・退任予定監査役  

   監 査 役（常勤）  上野  茂（現 常任監査役） 

  

③就任予定日及び退任予定日 

 平成23年２月25日  

  

(2）生産、受注及び販売の状況 

①生産実績 

（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 

（注)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。   

５．その他

 期 別 前事業年度 当事業年度 

増(△)減   （自 平成20年12月 1日  （自 平成21年12月 1日  

   至 平成21年11月30日）  至 平成22年11月30日） 

  
金  額 

構 成 
金  額 

構 成 
金  額 増減率 

項 目  割 合 割 合 

  千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

衛 生 機 器  2,113,859  59.4  1,453,945  56.1  △659,913  △31.2

洗 面 機 器  1,443,511  40.6  1,139,288  43.9  △304,223  △21.1

合     計   3,557,371  100.0  2,593,233  100.0  △964,137  △27.1

 期 別 前事業年度 当事業年度 

増(△)減   （自 平成20年12月 1日  （自 平成21年12月 1日  

   至 平成21年11月30日）  至 平成22年11月30日） 

  
金  額 

構 成 
金  額 

構 成 
金  額 増減率 

項 目  割 合 割 合 

  千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

衛 生 機 器  2,057,540  58.3  1,824,123  61.4  △233,416  △11.3

洗 面 機 器  1,468,880  41.7  1,147,988  38.6  △320,892  △21.8

合     計   3,526,420  100.0  2,972,111  100.0  △554,309  △15.7
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