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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第59期
第２四半期
累計期間

第59期
第２四半期
会計期間

第58期

会計期間

自平成20年
12月１日
至平成21年
５月31日

自平成21年
３月１日
至平成21年
５月31日

自平成19年
12月１日
至平成20年
11月30日

売上高（千円） 1,874,967857,7374,469,052

経常損失（千円） 167,464 82,632 294,410

四半期（当期）純損失（千円） 200,756 113,129 333,460

持分法を適用した場合の投資損失（千円） － － 838

資本金（千円） － 1,384,0001,384,000

発行済株式総数（千株） － 12,000 12,000

純資産額（千円） － 1,285,5361,488,426

総資産額（千円） － 2,758,0883,126,174

１株当たり純資産額（円） － 107.22 124.13

１株当たり四半期（当期）純損失金額（円） 16.74 9.44 27.81

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） － － －

１株当たり配当額（円） － － －

自己資本比率（％） － 46.6 47.6

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
41,032 － 51,344

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△16,965 － △40,822

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△132,494 － △256,902

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千円） － 136,762 245,190

従業員数（人） － 95 104

　（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

３．第59期第２四半期累計(会計)期間における持分法を適用した場合の投資損失については、関連会社が存在し

ないため記載しておりません。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、１株当たり四半期（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。
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２【事業の内容】

　当第２四半期会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

 

３【関係会社の状況】

　該当事項はありません。

 

４【従業員の状況】

提出会社の状況

 平成21年５月31日現在

従業員数（人） 95（44） 

　（注）　従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当第２四半期会計期間の平均人員を（　）内に外数で記載しており

ます。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当第２四半期会計期間の生産実績を事業の種類別に示すと、次のとおりであります。

事業の種類別
当第２四半期会計期間
（自　平成21年３月１日
　　至　平成21年５月31日）

衛生機器（千円） 313,684

洗面機器（千円） 258,007

合計（千円） 571,692

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、外注製品受入高が含まれております。

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）仕入実績

　当第２四半期会計期間の仕入実績を事業の種類別に示すと、次のとおりであります。

事業の種類別
当第２四半期会計期間
（自　平成21年３月１日
　　至　平成21年５月31日）

衛生機器（千円） 186,097

洗面機器（千円） 122,654

合計（千円） 308,751

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）受注状況

　当社は大部分が見込み生産を行っているため、受注の状況については記載を省略しました。

(4）販売実績

　当第２四半期会計期間の販売実績を事業の種類別に示すと、次のとおりであります。

事業の種類別
当第２四半期会計期間
（自　平成21年３月１日
　　至　平成21年５月31日）

衛生機器（千円） 505,814

洗面機器（千円） 351,922

合計（千円） 857,737

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等は行われておりません。
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３【財政状態及び経営成績の分析】
(1)経営成績の分析
　当第２四半期会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機の影響による円高、株価の低迷などを背景に、企業
収益の圧迫や設備投資の抑制、雇用不安など景気後退局面が続いております。
　住設業界におきましても、個人消費低迷の影響から、新設住宅着工戸数が前年同期の水準を更に下回り、リフォーム
需要にも回復の兆しが見られない厳しい市場環境で推移いたしました。 
　このような厳しい経営環境の中、当社といたしましては、原価低減として海外仕入商品の更なるコストダウン、また、
経費削減として出荷拠点の本社集約化による運賃コストの削減を積極的に推進してまいりました。また、新商品の投
入による新規開拓に注力してまいりました。
　その結果、当第２四半期会計期間の売上高は857百万円、営業損失は75百万円、経常損失は82百万円、四半期純損失は
113百万円となりました。
　事業の種類別の状況は次のとおりであります。
衛生機器
　住宅市場の厳しい価格競争により、売上高は505百万円（前年同期比29.8%減少）となりました。内訳では単体の衛生
陶器の健闘にも拘わらず、附属器具・水洗便器セットの落込みにより減少となりました。
洗面機器
　ＯＥＭ先への供給減少等により、売上高は351百万円（前年同期比20.7%減少）となりました。内訳では洗面化粧台と
化粧鏡などの減少によるものであります。
(2)財政状態の分析
（資産）
　当第２四半期会計期間末における流動資産の残高は、前事業年度末に比べて、297百万円減少して1,410百万円となり
ました。その主な要因は、現金及び預金の減少108百万円、受取手形及び売掛金の減少242百万円によるものでありま
す。
　当第２四半期会計期間末における固定資産の残高は、前事業年度末に比べて、70百万円減少して1,347百万円となり
ました。その主な要因は、有形固定資産の減少60百万円によるものであります。
　この結果、総資産は前事業年度末に比べて、368百万円減少して2,758百万円となりました。
（負債）　
　当第２四半期会計期間末における流動負債の残高は、前事業年度末に比べて、223百万円減少して659百万円となりま
した。その主な要因は、１年内返済予定の長期借入金の減少278百万円と未払金の減少33百万円に対し短期借入金の増
加81百万円によるものであります。
　当第２四半期会計期間末における固定負債の残高は、前事業年度末に比べて、57百万円増加して812百万円となりま
した。その主な要因は、長期借入金の増加64百万円によるものであります。　
（純資産）　
　当第２四半期会計期間末における純資産の残高は、前事業年度末に比べて、202百万円減少して1,285百万円となりま
した。その主な要因は、四半期純損失200百万円を計上したためであります。　
(3)キャッシュ・フローの状況　
　当第２四半期会計期間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108百万円
減少し、136百万円となりました。当第２四半期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）　
　営業活動の結果得られた資金は、46百万円となりました。これは主に税引前四半期純損失110百万円の計上とたな卸
資産の増加額27百万円に対し、減価償却費29百万円及び減損損失27百万円の計上と売上債権の減少額142百万円によ
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、２百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出６百万円と長期
貸付金の回収による収入３百万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、48百万円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出48百万円によるも
のであります。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
　当第２四半期会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題は
ありません。
(5)研究開発活動
　当第２四半期会計期間における研究開発活動の金額は、26百万円であります。
なお、当第２四半期会計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第２四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。　

 

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第２四半期会計期間において、前四半期会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要

な変更はありません。

　また、当第２四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 48,000,000

計 48,000,000

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成21年５月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年７月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式          12,000,000 12,000,000
大阪証券取引所

（市場第二部）

単元株式数

1,000株

計 12,000,000 12,000,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。　

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（千株）

発行済株式総
数残高
（千株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成21年３月１日

～平成21年５月31

日

－ 12,000 － 1,384,000 － 109,367

EDINET提出書類

アサヒ衛陶株式会社(E01176)

四半期報告書

 7/24



（５）【大株主の状況】

 平成21年５月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

アサヒ衛陶取引先持株会 堺市美原区小平尾451番地 1,021 8.51

丹司　克 大阪市住吉区 462 3.85

双日プラネット株式会社 大阪市北区中之島二丁目２番２号 449 3.74

香川アサヒ株式会社 香川県東かがわ市横内235番地 315 2.63

大阪証券金融株式会社 大阪市中央区北浜二丁目４番６号 304 2.53

丹司　華子 大阪市住吉区 255 2.13

クレデイツト スイス チユーリ

ツヒ

（常任代理人　株式会社三菱東京

ＵＦＪ銀行）

UETLIBERGSTRASSE 231 P.O.BOX 600

CH-8070 ZURICH SWITZERLAND

（東京都千代田区丸の内二丁目７番１

号）

240 2.00

丹司　善男 大阪市住吉区 221 1.84

日本抵抗器販売株式会社 東京都品川区南大井三丁目28番３号 203 1.69

井本　広次 堺市美原区 200 1.67

計 － 3,670 30.58
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（６）【議決権の状況】

 

①【発行済株式】

 平成21年５月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 　普通株式     10,000 － －

完全議決権株式（その他） 　普通株式 11,954,000 11,954 －

単元未満株式 　普通株式     36,000 －
一単元（1,000株）未満

の株式

発行済株式総数 12,000,000 － －

総株主の議決権 － 11,954 －

　（注）　完全議決権株式（その他）には、証券保管振替機構名義の株式2,000株（議決権の数２個）が含まれております。

 

②【自己株式等】

 平成21年５月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

　アサヒ衛陶株式会社
　堺市美原区小平尾451番

地
10,000 － 10,000 0.08

計 － 10,000 － 10,000 0.08

（注）１．当第２四半期会計期間末の自己株式数は、10,377株であります。　

　２．当第２四半期会計期間中に650株の自己株式の買付を行っております。

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
12月

平成21年
１月

２月 ３月 ４月 ５月

最高（円） 26 23 20 22 29 45

最低（円） 16 18 13 11 16 22

　（注）　最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。

 

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期会計期間（平成21年３月１日から平成21

年５月31日まで）及び当第２四半期累計期間（平成20年12月１日から平成21年５月31日まで）に係る四半期財務諸

表について、清友監査法人による四半期レビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成21年５月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 136,762 245,190

受取手形及び売掛金 ※2, ※4
 675,591

※2, ※4
 918,211

商品 190,673 168,445

製品 323,659 280,159

原材料 14,115 12,432

仕掛品 27,886 37,620

貯蔵品 15,920 17,148

その他 25,945 28,557

貸倒引当金 △200 △250

流動資産合計 1,410,355 1,707,515

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 549,399 568,255

構築物（純額） 40,795 43,875

機械及び装置（純額） 110,790 125,141

車両運搬具（純額） 587 701

工具、器具及び備品（純額） 45,484 51,281

土地 521,659 540,166

建設仮勘定 694 －

有形固定資産合計 ※1
 1,269,410

※1
 1,329,422

無形固定資産 7,665 17,183

投資その他の資産

投資有価証券 ※2
 54,444 48,991

破産更生債権等 69,502 62,465

その他 16,211 22,994

貸倒引当金 △69,502 △62,398

投資その他の資産合計 70,655 72,052

固定資産合計 1,347,732 1,418,658

資産合計 2,758,088 3,126,174
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成21年５月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年11月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 151,044 140,965

短期借入金 381,084 300,000

1年内返済予定の長期借入金 － 278,396

未払金 65,236 98,448

未払費用 33,698 33,008

未払法人税等 6,487 13,052

賞与引当金 3,600 3,530

その他 18,731 15,593

流動負債合計 659,882 882,994

固定負債

長期借入金 661,988 597,141

退職給付引当金 114,205 116,561

長期預り保証金 36,476 41,050

固定負債合計 812,669 754,753

負債合計 1,472,551 1,637,747

純資産の部

株主資本

資本金 1,384,000 1,384,000

資本剰余金 109,367 442,828

資本準備金 109,367 346,539

その他資本剰余金 － 96,288

利益剰余金 △200,756 △333,460

その他利益剰余金 △200,756 △333,460

自己株式 △939 △909

株主資本合計 1,291,671 1,492,457

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △6,134 △4,030

評価・換算差額等合計 △6,134 △4,030

純資産合計 1,285,536 1,488,426

負債純資産合計 2,758,088 3,126,174
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（２）【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】

（単位：千円）

当第２四半期累計期間
(自　平成20年12月１日
　至　平成21年５月31日)

売上高 1,874,967

売上原価 1,468,203

売上総利益 406,763

販売費及び一般管理費 ※
 564,388

営業利益 △157,625

営業外収益

受取利息 185

受取配当金 317

仕入割引 6,950

デリバティブ評価益 2,665

雑収入 4,532

営業外収益合計 14,651

営業外費用

支払利息 12,745

売上割引 6,959

雑支出 4,786

営業外費用合計 24,491

経常利益 △167,464

特別利益

貸倒引当金戻入額 171

特別利益合計 171

特別損失

固定資産除却損 1,245

減損損失 27,718

特別損失合計 28,964

税引前四半期純利益 △196,256

法人税、住民税及び事業税 4,500

四半期純利益 △200,756
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【第２四半期会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期会計期間
(自　平成21年３月１日
　至　平成21年５月31日)

売上高 857,737

売上原価 656,620

売上総利益 201,117

販売費及び一般管理費 ※
 276,887

営業利益 △75,770

営業外収益

受取利息 81

受取配当金 177

仕入割引 3,137

デリバティブ評価益 247

雑収入 1,751

営業外収益合計 5,395

営業外費用

支払利息 6,198

売上割引 3,462

雑支出 2,596

営業外費用合計 12,257

経常利益 △82,632

特別利益

貸倒引当金戻入額 41

特別利益合計 41

特別損失

固定資産除却損 620

減損損失 27,718

特別損失合計 28,338

税引前四半期純利益 △110,929

法人税、住民税及び事業税 2,200

四半期純利益 △113,129
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第２四半期累計期間
(自　平成20年12月１日
　至　平成21年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 △196,256

減価償却費 57,440

減損損失 27,718

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,053

賞与引当金の増減額（△は減少） 70

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,356

受取利息及び受取配当金 △503

支払利息 12,745

有形固定資産除却損 625

売上債権の増減額（△は増加） 235,394

たな卸資産の増減額（△は増加） △56,448

仕入債務の増減額（△は減少） 10,078

その他 △31,443

小計 64,118

利息及び配当金の受取額 503

利息の支払額 △12,745

法人税等の支払額 △10,843

営業活動によるキャッシュ・フロー 41,032

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 △17,380

投資有価証券の取得による支出 △7,556

貸付金の回収による収入 6,000

その他 1,971

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,965

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

長期借入金の返済による支出 △121,465

自己株式の取得による支出 △29

財務活動によるキャッシュ・フロー △132,494

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △108,427

現金及び現金同等物の期首残高 245,190

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 136,762
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第２四半期会計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日）

　当社は第51期から第58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。

　当第２四半期会計期間の営業損失の計上は、住設業界において個人消費低迷に歯止めがかからず、新設住宅着工戸数が

前年同期の水準を更に下回り、リフォーム需要も回復は見られなかったことから水洗便器・洗面化粧台の出荷数は前年

を下回る結果となりました。それらの影響により売上が減少、また、企業間競争が更に激化したことによる販売価格の下

落等に起因するものであります。

　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第59期において営業利益の黒字化を図るべく掲げま

した収益改善対策、販売対策、財務対策等第１四半期に引き続き着実に実施することに加え下記項目を追加することで早

期に業績改善を目指していく所存であります。

１．協力会社の事業清算に伴う生産集約化の促進

２．出荷拠点の更なる集約による運賃コストの削減

３．海外へ仕入移管された調達部品の早期導入によるコスト削減

４．衛陶工場の生産を海外委託生産体制に移行することにより、大幅なコストダウンとともに跡地についても売却を検

討　

５．衛陶工場の合理化費用に伴う資金等として全金融機関への借入金元本の返済条件見直しの期間延長

６．金融機関からの借入金を早期に圧縮するために、固定資産の売却を検討

　四半期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四半期財務諸表には反映して

おりません。
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第２四半期累計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21年５月31日）

会計処理基準に関する事項の

変更

リース取引に関する会計基準等の適用

　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、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準

第13号　(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 ))が平成20年４月

１日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用することができることになっ

たことに伴い、第１四半期会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に

係る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。

　なお、この変更が損益に与える影響はありません。
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【簡便な会計処理】

 
当第２四半期累計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21年５月31日）

たな卸資産の評価方法 　当第２四半期会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前事業年

度末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

 

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 
当第２四半期累計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21年５月31日）

法人税等の算定方法 　当第２四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後

の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算し

ております。

 

【追加情報】

当第２四半期累計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21年５月31日）

　当社の機械及び装置の耐用年数については、第１四半期会計期間より法人税法の改正を契機とし見直しを行っておりま

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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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第２四半期会計期間末
（平成21年５月31日）

前事業年度末
（平成20年11月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、2,862,154千円で

あります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、2,807,183千円で

あります。

※２　担保に供している資産　

　担保に供している資産で、前事業年度の末日に比べて

著しい変動が認められるものは、次のとおりでありま

す。

※２　担保に供している資産　

 

　　受取手形 100,096千円

　　投資有価証券 38,660 

　　受取手形 202,455千円

　　　－      

　３　受取手形割引高は、227,945千円であります。 　３　受取手形割引高は、219,973千円であります。

※４　当第２四半期会計期間末日満期手形

　当第２四半期会計期間末日満期手形の会計処理につ

いては、当第２四半期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。当第２四半期会計期間末日満期手形の

金額は、次のとおりであります

※４　前事業年度末日満期手形

　前事業年度末日満期手形の会計処理については、前事

業年度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。前事業年

度末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

　　受取手形 36,860千円

　　割引手形 54,068 

　　受取手形 68,113千円

　　割引手形 56,565 
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（四半期損益計算書関係）

当第２四半期累計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21年５月31日）

※　販売費及び一般管理費のうち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 105,863千円

　給与手当 130,533 

　賞与手当 16,655 

　賞与引当金繰入額 2,680 

　退職給付費用 9,229 

　福利厚生費 26,472 

　賃借料 38,822 

　旅費交通費 28,967 

　減価償却費 24,478 

　貸倒引当金繰入額 7,225 

当第２四半期会計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日）

※　販売費及び一般管理費のうち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 47,293千円

　給与手当 64,837 

　賞与手当 8,875 

　賞与引当金繰入額 2,680 

　退職給付費用 6,735 

　福利厚生費 13,367 

　賃借料 18,178 

　旅費交通費 13,028 

　減価償却費 12,715 

　貸倒引当金繰入額 2,128 
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第２四半期累計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21年５月31日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期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５月31日現在）

 （千円）

　現金及び預金 136,762

　現金及び現金同等物 136,762

 

 

（株主資本等関係）

当第２四半期会計期間末（平成21年５月31日）及び当第２四半期累計期間（自　平成20年12月１日　至　平成21年

５月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　　　　　12,000,000株

 

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　　　　　　　10,377株

 

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。　

 

４．配当に関する事項

　該当事項はありません。　

 

（有価証券関係）

有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動がありません。

 

（デリバティブ取引関係）

デリバティブ取引の四半期会計期間末の契約額等は、前事業年度の末日と比較して著しい変動がありません。

 

（持分法損益等）

　該当事項はありません。

 

（ストック・オプション等関係）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期会計期間末
（平成21年５月31日）

前事業年度末
（平成20年11月30日）

１株当たり純資産額 107.22円 １株当たり純資産額 124.13円

２．１株当たり四半期純損失金額等

当第２四半期累計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21年５月31日）

当第２四半期会計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日）

１株当たり四半期純損失金額 16.74円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
－ 

１株当たり四半期純損失金額 9.44円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
－ 

　（注）　１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　２．１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第２四半期累計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21年５月31日）

当第２四半期会計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日）

１株当たり四半期純損失金額         

四半期純損失（千円） 200,756 113,129

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純損失（千円） 200,756 113,129

期中平均株式数（株） 11,990,266 11,990,111

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。 

 

（リース取引関係）

前事業年度末に比べて、著しい変動は認められないため、記載を省略しております。

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年７月13日

アサヒ衛陶株式会社

取締役会　御中

清友監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 在本　　茂　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 矢本　博三　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているアサヒ衛陶株式会社

の平成20年12月１日から平成21年11月30日までの第59期事業年度の第２四半期会計期間（平成21年３月１日から平成21年

５月31日まで）及び第２四半期累計期間（平成20年12月１日から平成21年５月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四

半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明するこ

とにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、アサヒ衛陶株式会社の平成21年５月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第

２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表

示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

追記情報

継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は継続的に営業損失を計上している状況にあり、継続企業の

前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営者の対応等は当該注記に記載されている。四半期財務諸表

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四半期財務諸表には反映していない。

　 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）　１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。　　　

　２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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