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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３四半期
累計期間

第59期
第３四半期
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
８月31日

自平成21年
６月１日
至平成21年
８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） 2,696,106821,1394,469,052

経常損失（千円） 222,551 55,086 294,410

四半期（当期）純損失（千円） 258,647 57,890 333,460

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） － 1,232,0801,488,426

総資産額（千円） － 2,635,0383,126,174

１株当たり純資産額（円） － 102.76 124.13

１株当たり四半期（当期）純損失金額（円） 21.57 4.83 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（％） － 46.8 47.6

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
39,632 － 51,344

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△34,829 － △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） － 117,498 245,190

従業員数（人） － 92 104

　（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３四半期累計(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３四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８月31日現在

従業員数（人） 92（59） 

　（注）　従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当第３四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３四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３四半期会計期間
（自　平成21年６月１日
　　至　平成21年８月31日）

衛生機器（千円） 280,321

洗面機器（千円） 192,682

合計（千円） 473,003

　（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３四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３四半期会計期間
（自　平成21年６月１日
　　至　平成21年８月31日）

衛生機器（千円） 209,832

洗面機器（千円） 89,547

合計（千円） 299,379

　（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３四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３四半期会計期間
（自　平成21年６月１日
　　至　平成21年８月31日）

衛生機器（千円） 487,192

洗面機器（千円） 333,946

合計（千円） 821,139

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

２【事業等のリスク】

　文中の将来に関する事項は、当第３四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

(1)当第３四半期会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等、又は前事業

年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

(2)提出会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他提

出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象

　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３四半期会計期間

においても、第１四半期会計期間、第２四半期会計期間に引き続き営業損失を計上しております。当該状況により、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
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３【経営上の重要な契約等】

　当第３四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。

 

４【財政状態及び経営成績の分析】
(1)経営成績の分析
　当第３四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長期化による企業収益が圧迫され、雇用環境が悪
化し引き続き個人消費が低迷するなど厳しい状況となりました。
　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低水準を更に下回り、リフォー
ム需要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で当社といたしましては、第２四半期に引き続き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。
　販売面では第１四半期及び第２四半期に引き続き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３四半期会計期間の売上高は821百万円、営業損失は46百万円、経常損失は55百万円、四半期純損失は
57百万円となりました。
　事業の種類別の状況は次のとおりであります。
衛生機器
　新設住宅着工戸数の減少及びリフォーム需要の低迷により、売上高は487百万円（前年同期比23.8%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
　新設住宅着工戸数の減少及びリフォーム需要の低迷により、売上高は333百万円（前年同期比19.8%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３四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、415百万円減少して1,291百万円となり
ました。その主な要因は、現金及び預金の減少127百万円、受取手形及び売掛金の減少312百万円によるものでありま
す。
　当第３四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、75百万円減少して1,343百万円となり
ました。その主な要因は、有形固定資産の減少69百万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、491百万円減少して2,635百万円となりました。
（負債）　
　当第３四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、194百万円増加して1,077百万円となり
ました。その主な要因は、１年内返済予定の長期借入金の増加194百万円、短期借入金の増加81百万円に対し支払手形
及び買掛金の減少28百万円と未払金の減少37百万円及び未払費用の減少24百万円によるものであります。
　当第３四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、429百万円減少して325百万円となりま
した。その主な要因は、長期借入金の減少407百万円によるものであります。　
（純資産）　
　当第３四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、256百万円減少して1,232百万円となりま
した。その主な要因は、四半期純損失258百万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３四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127百万円
減少して117百万円となりました。当第３四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）　
　営業活動の結果使用した資金は、１百万円となりました。これは主に税引前四半期純損失55百万円の計上と仕入債務
の減少額38百万円及びその他の減少額47百万円に対し、減価償却費32百万円及びたな卸資産の減少額35百万円の計上
と売上債権の減少額69百万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、17百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出22百万円に対
し、長期貸付金の回収による収入４百万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）　
　財務活動は、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により活動はありませんでした。
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(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
　当第３四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３四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３四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。

　

(6)事業等のリスクに記載した重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は改善するた

めの対応策　

（重要事象等についての分析・検討内容）

　　事業等のリスクに記載した重要事象は、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低水準

をさらに下回り、リフォーム需要も回復は見られなかったことが影響しているものと考えており、次年度も同様な

状況が続くものと推測しております。

　（重要事象等を解消又は改善するための対応策）

　当社は、当該重要事象を解消し、又は改善すべく次の対応策を講じる予定であります。

(a)製造コスト削減

衛陶工場の生産を平成21年12月より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。

(b)仕入商品のコスト削減

仕入商品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。

(c)生産拠点及び出荷拠点の集約化

平成21年６月30日、協力会社の事業清算に伴い生産拠点の集約を推進しております。また、協力会社の事業清算

に伴い出荷拠点を本社に集約することで運賃の削減を推進しております。

(d)財務体質の改善

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及び金融機関からの借入金を早期に圧縮するとともに

衛陶工場の合理化費用に伴う資金等として本社・衛陶工場の売却についての交渉が具体化しております。

(e)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及び海外へ仕入移管

された調達部品のコスト削減により競争力がついた商品の拡販を推進してまいります。

以上の対応策を図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。　
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第３四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３四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３四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３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成21年８月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年10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６月１日

～平成21年８月31

日

－ 12,000 － 1,384,000 － 109,367

　

　

（５）【大株主の状況】

　当第３四半期会計期間において、有限会社上中産業から平成21年８月25日付の大量保有報告書の写しの送付

があり、平成21年８月24日現在で以下の株式を保有している旨の報告を受けておりますが、株主名簿の記載内

容が確認できないため、当社として当第３四半期会計期間末現在における実質所有状況の確認ができておりま

せん。

　なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

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　(％)

有限会社上中産業 東京都中央区八丁堀三丁目21番３号 614 5.12
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（６）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、　　

　　　記載することができないことから、直前の基準日（平成21年５月31日）に基づく株主名簿による記載をし

て　　　　　おります。

 ①【発行済株式】

 平成21年８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８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）　当第３四半期会計期間末の自己株式数は、10,377株であります。　

　 

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 ６月 ７月 ８月

最高（円） 26 23 20 22 29 45 42 50 49

最低（円） 16 18 13 11 16 22 30 29 37

　（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３四半期会計期間（平成21年６月１日から平成21

年８月31日まで）及び当第３四半期累計期間（平成20年12月１日から平成21年８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３四半期会計期間末
(平成21年８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 117,498 245,190

受取手形及び売掛金 ※2
 606,031

※2, ※4
 918,211

商品 176,150 168,445

製品 298,706 280,159

原材料 20,706 12,432

仕掛品 27,241 37,620

貯蔵品 13,542 17,148

その他 32,248 28,557

貸倒引当金 △200 △250

流動資産合計 1,291,926 1,707,515

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 539,976 568,255

構築物（純額） 39,809 43,875

機械及び装置（純額） 106,022 125,141

車両運搬具（純額） 796 701

工具、器具及び備品（純額） 44,275 51,281

土地 521,659 540,166

建設仮勘定 7,875 －

有形固定資産合計 ※1
 1,260,416

※1
 1,329,422

無形固定資産 7,976 17,183

投資その他の資産

投資有価証券 ※2
 59,336 48,991

破産更生債権等 69,436 62,465

その他 15,382 22,994

貸倒引当金 △69,436 △62,398

投資その他の資産合計 74,719 72,052

固定資産合計 1,343,112 1,418,658

資産合計 2,635,038 3,126,174

EDINET提出書類

アサヒ衛陶株式会社(E01176)

四半期報告書

11/23



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成21年８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 112,511 140,965

短期借入金 381,084 300,000

1年内返済予定の長期借入金 472,644 278,396

未払金 61,067 98,448

未払費用 8,130 33,008

未払法人税等 7,021 13,052

賞与引当金 14,240 3,530

その他 20,786 15,593

流動負債合計 1,077,486 882,994

固定負債

長期借入金 189,344 597,141

退職給付引当金 105,384 116,561

長期預り保証金 30,743 41,050

固定負債合計 325,471 754,753

負債合計 1,402,958 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 △258,647 △333,460

その他利益剰余金 △258,647 △333,460

自己株式 △939 △909

株主資本合計 1,233,780 1,492,457

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,700 △4,030

評価・換算差額等合計 △1,700 △4,030

純資産合計 1,232,080 1,488,426

負債純資産合計 2,635,038 3,126,174
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（２）【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

当第３四半期累計期間
(自　平成20年12月１日
　至　平成21年８月31日)

売上高 2,696,106

売上原価 2,081,236

売上総利益 614,869

販売費及び一般管理費 ※
 818,521

営業利益 △203,651

営業外収益

受取利息 236

受取配当金 378

仕入割引 9,486

デリバティブ評価益 1,493

雑収入 5,409

営業外収益合計 17,004

営業外費用

支払利息 19,036

売上割引 10,085

雑支出 6,782

営業外費用合計 35,904

経常利益 △222,551

特別利益

貸倒引当金戻入額 237

特別利益合計 237

特別損失

固定資産除却損 1,915

減損損失 27,718

特別損失合計 29,633

税引前四半期純利益 △251,947

法人税、住民税及び事業税 6,700

法人税等合計 6,700

四半期純利益 △258,647
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【第３四半期会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期会計期間
(自　平成21年６月１日
　至　平成21年８月31日)

売上高 821,139

売上原価 613,032

売上総利益 208,106

販売費及び一般管理費 ※
 254,132

営業利益 △46,026

営業外収益

受取利息 50

受取配当金 61

仕入割引 2,536

雑収入 877

営業外収益合計 3,525

営業外費用

支払利息 6,290

売上割引 3,126

デリバティブ評価損 1,172

雑支出 1,995

営業外費用合計 12,586

経常利益 △55,086

特別利益

貸倒引当金戻入額 66

特別利益合計 66

特別損失

固定資産除却損 669

特別損失合計 669

税引前四半期純利益 △55,690

法人税、住民税及び事業税 2,200

法人税等合計 2,200

四半期純利益 △57,890
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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３四半期累計期間
(自　平成20年12月１日
　至　平成21年８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 △251,947

減価償却費 89,603

減損損失 27,718

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,987

賞与引当金の増減額（△は減少） 10,710

退職給付引当金の増減額（△は減少） △11,177

受取利息及び受取配当金 △614

支払利息 19,036

有形固定資産除却損 1,240

売上債権の増減額（△は増加） 304,954

たな卸資産の増減額（△は増加） △20,542

仕入債務の増減額（△は減少） △28,453

その他 △78,612

小計 68,902

利息及び配当金の受取額 614

利息の支払額 △19,036

法人税等の支払額 △10,849

営業活動によるキャッシュ・フロー 39,632

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 △39,901

投資有価証券の取得による支出 △8,014

貸付金の回収による収入 10,699

その他 2,386

投資活動によるキャッシュ・フロー △34,829

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） △127,692

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 ※
 117,498
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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３四半期会計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21年８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３四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、新設住宅着工戸数も

前年同期の低水準を更に下回り、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。

　しかしながら、営業拠点の集約による賃借料・人件費及び旅費交通費等の管理費圧縮により経費につきましては当初の

計画どおり推移しております。　

　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。

　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き掲げま

した収益改善対策、販売対策、財務対策等第１四半期及び第２四半期に引き続き下記項目を着実に実施することにより、

早期に業績改善を目指していく所存であります。　

１．製造コスト削減

　衛陶工場の生産を平成21年12月より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

　仕入商品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．生産拠点及び出荷拠点の集約化

　平成21年６月30日、協力会社の事業清算に伴い生産拠点の集約を推進しております。また、協力会社の事業清算に伴い

出荷拠点を本社に集約することで運賃の削減を推進しております。

４．財務体質の改善

　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及び金融機関か

らの借入金を早期に圧縮するために、本社・衛陶工場の売却についての交渉が具体化しております。

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及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がついた商品の拡販を推進してまいります。

　しかしながら、製造コスト削減は推進中であります。また、財務体質の改善として本社・衛陶工場の売却についての交渉

が具体的に進展していますが契約に到っておりません。これらのことから、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。

　なお、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３四半期累計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21年８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３四半期累計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21年８月31日）

たな卸資産の評価方法 　当第３四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３四半期累計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21年８月31日）

法人税等の算定方法 　当第３四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３四半期累計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21年８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。

　

【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第３四半期会計期間末
（平成21年８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、2,886,611千円で

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 100,112千円

　　投資有価証券 42,364 

　　受取手形 202,455千円

　　　－      

　３　受取手形割引高は、160,882千円であります。 　３　受取手形割引高は、219,973千円であります。

※４　当事業年度末日満期手形

　当事業年度末日満期手形の会計処理については、当事

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。当事業年

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 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３四半期累計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21年８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 150,237千円

　給与手当 196,812 

　賞与手当 17,239 

　賞与引当金繰入額 11,200 

　退職給付費用 10,671 

　福利厚生費 40,634 

　賃借料 53,358 

　旅費交通費 41,996 

　減価償却費 38,012 

　貸倒引当金繰入額 7,225 

当第３四半期会計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21年８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 44,374千円

　給与手当 66,279 

　賞与手当 584 

　賞与引当金繰入額 8,520 

　退職給付費用 1,442 

　福利厚生費 14,162 

　賃借料 14,535 

　旅費交通費 13,028 

　減価償却費 13,533 
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期累計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21年８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８月31日現在）

 （千円）

　現金及び預金 117,498

　現金及び現金同等物 117,498

 

 

（株主資本等関係）

当第３四半期会計期間末（平成21年８月31日）及び当第３四半期累計期間（自　平成20年12月１日　至　平成21年

８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３四半期会計期間末
（平成21年８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 102.76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３四半期累計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21年８月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21年８月31日）

１株当たり四半期純損失金額 21.57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 4.83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３四半期累計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21年８月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21年８月31日）

１株当たり四半期純損失金額 　 　

四半期純損失（千円） 258,647 57,890

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） 258,647 57,890

期中平均株式数（株） 11,990,073 11,989,623

 

（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。

 

EDINET提出書類

アサヒ衛陶株式会社(E01176)

四半期報告書

21/23



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10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３四半期会計期間（平成21年６月１日から平成21年

８月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成20年12月１日から平成21年８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８月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第

３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四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。また当第３四半期会計期間においても、第１四半期会計期間、第２四半期会計期間に引き続き営

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重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、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る。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められ

る理由について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

不確実性の影響は四半期財務諸表に反映していない。

　　

　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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