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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60期
第２四半期
累計期間

第59期
第２四半期
会計期間

第60期
第２四半期
会計期間

第59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
12月１日
至平成22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22年
３月１日
至平成22年
５月31日

自平成20年
12月１日
至平成21年
11月30日

売上高（千円） 1,874,9671,517,553857,737 757,2943,526,420

経常損失（△）（千円） △167,464△81,757 △82,632 △39,113△331,399

四半期純利益又は四半期（当期）

純損失（△）（千円）
△200,756 55,839△113,129△48,704△532,143

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
－ － － － －

資本金（千円） － － 1,384,0001,483,9601,384,000

発行済株式総数（千株） － － 12,000 14,940 12,000

純資産額（千円） － － 1,285,5361,114,039955,774

総資産額（千円） － － 2,758,0881,893,7242,524,785

１株当たり純資産額（円） － － 107.22 74.62 79.72

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期（当期）純損失

金額（△）（円）

△16.74 3.80 △9.44 △3.26 △44.38

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 58.8 37.9

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
41,032 41,397 － － 15,870

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△16,965 630,727 － － △23,979

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△132,494△570,336 － － △132,506

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 136,762 206,364 104,575

従業員数（人） － － 95 77 88

　（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．持分法を適用した場合の投資利益については、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、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22年５月31日現在

従業員数（人） 77（43） 

　（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22年３月１日
　　至　平成22年５月31日）

前年同四半期比（％）

衛生機器（千円） 122,335 △61.0

洗面機器（千円） 179,621 △30.4

合計（千円） 301,957 △47.2

　（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22年３月１日
　　至　平成22年５月31日）

前年同四半期比（％）

衛生機器（千円） 208,784 12.2

洗面機器（千円） 106,321 △13.3

合計（千円） 315,106 2.1

　（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22年３月１日
　　至　平成22年５月31日）

前年同四半期比（％）

衛生機器（千円） 458,915 △9.3

洗面機器（千円） 298,379 △15.2

合計（千円） 757,294 △11.7

　（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２四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、新たに発生

した事業等のリスク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。当第２四半期会計期間

においても、引き続き営業損失を計上しております。当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在

しております。

３【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。

 

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当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)業績の状況

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・経済危機の影響による円高、株価の低迷が続き、企業

業績や雇用環境は依然として厳しく、個人消費も伸び悩み先行き不透明感がより一層深まる状況となりました。
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住宅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依然として前年を大幅に下回る水準で推

移し、リフォーム需要にも回復の兆しが見られないなど非常に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、第１四半期会計期間に引き続き生産コストの大幅な削減

として衛生陶器の全量海外委託生産体制への移管、仕入商品のコスト削減として水栓金具の海外調達、運賃コストの

削減として生産拠点及び物流拠点の本社集約などコスト削減を推進してまいりました。

また、新型ワンピース便器の投入による新規ビルダーの開拓及び水栓金具のコスト削減により競争力のついた商

品の開発により拡販を推進してまいりました。

しかしながら、当第２四半期会計期間の売上高を部門別に見ますと、衛生機器部門では新設住宅着工戸数の落ち込

み及びリフォーム需要の低迷などにより衛生陶器・附属器具等が前年同四半期を下回りました。

この結果、衛生機器部門の売上高は、前年同四半期比9.3％減少の458百万円となりました。

また、洗面機器部門におきましても、同様で普及品クラスの洗面化粧台の販売数量が前年同四半期を下回りまし

た。

この結果、洗面機器部門の売上高は、前年同四半期比15.2％減少の298百万円となりました。

以上の結果、当第２四半期会計期間の売上高は757百万円と前年同四半期比11.7％減少となりました。利益面では、

営業損失は37百万円（前年同四半期は営業損失75百万円）、経常損失は39百万円（前年同四半期は経常損失82百万

円）、四半期純損失は48百万円（前年同四半期は四半期純損失113百万円）となりました。

　　

(2)資産、負債及び純資産の状況

　当第２四半期会計期間末の資産総額は1,893百万円となり、前事業年度末に比べて、631百万円減少となりました。そ

の主な要因は、本社・工場の土地、建物の売却により固定資産が523百万円減少したことによるものであります。

負債につきましては779百万円となり、前事業年度末に比べて、789百万円減少となりました。その主な要因は、借入

金が670百万円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1,114百万円となり、前事業年度末に比べて、158百万円増加となりました。その主な要因は、

資本金及び利益剰余金がそれぞれ99百万円、55百万円増加したことによるものであります。

　

(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101百万円

増加し、206百万円（前年同四半期比50.9％増加）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、108百万円（前年同四半期比133.7％増加）となりました。これは主に売上債権、た

な卸資産がそれぞれ73百万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、４百万円（前年同四半期比63.3％増加）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、54百万円（前年同四半期比11.6％増加）となりました。これは主に長期借入金の返

済による支出29百万円及び短期借入金の返済による支出24百万円によるものであります。
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(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、11百万円であります。
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。
　

(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、個人消費低迷が続き、新設住宅着工戸数が前年を大幅に下回り、リフォーム

需要も依然として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、今後も同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）

①製造コスト削減

衛陶工場の生産全量を平成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

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生産拠点及び物流拠点の集約化

生産拠点及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

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及びＯＥＭ先への積極的な販売促進及

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の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22年５月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年７月15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          14,940,000 14,940,000
大阪証券取引所

（市場第二部）

単元株式数

1,000株

計 14,940,000 14,940,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。　

 

（５）【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22年３月１日～

平成22年５月31日　
－ 14,940 － 1,483,960 － 109,367
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（６）【大株主の状況】

 平成22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（％）

仁慈資源ファンド１号投資事業組

合　

大阪市西区北堀江一丁目５番２号

四ツ橋新興産ビル11Ｆ　
2,866 19.18

アサヒ衛陶取引先持株会 堺市美原区小平尾451番地 930 6.22

フイリップ　セキュリティーズ

(常任代理人　藍澤證券株式会社)

11/F UNITED CTR 95 QUEEN SWAY HONGKONG

　

(東京都中央区日本橋一丁目20番３号)

　

795 5.32

有限会社上中産業 東京都中央区八丁堀三丁目21番３－905号 695 4.65

バンク　オブ　ニューヨーク　アイ

エヌジー　アジア　ピーテイー

イー　バンク　トウキヨウ　レジデ

ント　

(常任代理人　株式会社三菱東京

ＵＦＪ銀行)

ING ASIA PRIVATE BANK LIMITED 9

RAFFLES PLACE. 08-01 REPUBLIC PLAZA

SINGAPORE 048619

　

(東京都千代田区丸の内二丁目７番１号)

　

502 3.36

丹司　克 大阪市住吉区 462 3.09

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 3.01

北澤　和則 宮城県東松島市 298 1.99

阿部　敬二 東京都江戸川区 259 1.73

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 229 1.53

計 － 7,485 50.10
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（７）【議決権の状況】

 

①【発行済株式】

 平成22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 14,893,000 14,893 －

単元未満株式 　普通株式     37,000 －
一単元（1,000株）未満

の株式

発行済株式総数 14,940,000 － －

総株主の議決権 － 14,893 －

　（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22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 0.07

計 － 10,000 － 10,000 0.07

（注）１．当第２四半期会計期間末の自己株式数は、10,701株であります。　

　２．当第２四半期会計期間中に40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21年
12月

平成22年
１月

２月 ３月 ４月 ５月

最高（円） 44 39 51 45 54 45

最低（円） 35 34 35 35 39 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提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。

　なお、役職の異動は、次のとおりであります。

　

役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名　 氏名 異動年月日

取締役 営業本部長 取締役
営業本部長
営業推進部長
外注管理部長

町元 孝二 平成22年５月１日
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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。

　なお、前第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）及び前第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）は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第２四半期会計期間（平成

22年３月１日から平成22年５月31日まで）及び当第２四半期累計期間（平成21年12月１日から平成22年５月31日ま

で）は、改正後の四半期財務諸表等規則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、前第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）及び前第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

表については、清友監査法人による四半期レビューを受け、当第２四半期会計期間（平成22年３月１日から平成22年

５月31日まで）及び当第２四半期累計期間（平成21年12月１日から平成22年５月31日まで）に係る四半期財務諸表

については、ＯＡＧ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22年５月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 206,364 104,575

受取手形及び売掛金 ※2
 602,779

※2
 642,590

商品及び製品 336,740 475,732

その他 53,719 84,232

貸倒引当金 △1,300 △1,600

流動資産合計 1,198,304 1,305,531

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 220,087 530,559

構築物（純額） 11,662 38,233

機械及び装置（純額） 33,229 40,862

車両運搬具（純額） 482 659

工具、器具及び備品（純額） 14,631 21,413

土地 345,152 521,659

有形固定資産合計 ※1, ※2
 625,245

※1, ※2
 1,153,389

無形固定資産 8,383 8,766

投資その他の資産

投資有価証券 ※2
 35,948

※2
 32,578

破産更生債権等 69,381 69,407

団体生命保険金 7,449 6,146

その他 18,392 18,373

貸倒引当金 △69,381 △69,407

投資その他の資産合計 61,790 57,098

固定資産合計 695,419 1,219,254

資産合計 1,893,724 2,524,785

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※2
 121,983

※2
 102,145

短期借入金 ※2
 145,514

※2
 381,084

1年内返済予定の長期借入金 ※2
 36,572

※2
 487,930

未払金 57,532 133,476

未払費用 47,408 64,569

未払法人税等 7,592 9,758

賞与引当金 3,730 3,480

その他 50,106 91,537

流動負債合計 470,439 1,273,982
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成22年５月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年11月30日)

固定負債

長期借入金 ※2
 190,691

※2
 174,058

退職給付引当金 92,487 92,700

長期預り保証金 26,066 28,270

固定負債合計 309,244 295,028

負債合計 779,684 1,569,011

純資産の部

株主資本

資本金 1,483,960 1,384,000

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 △476,303 △532,143

利益剰余金合計 △476,303 △532,143

自己株式 △952 △950

株主資本合計 1,116,071 960,273

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △2,032 △4,499

評価・換算差額等合計 △2,032 △4,499

純資産合計 1,114,039 955,774

負債純資産合計 1,893,724 2,524,785
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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）

前第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２四半期累計期間
(自　平成21年12月１日
　至　平成22年５月31日)

売上高 1,874,967 1,517,553

売上原価 1,468,203 1,029,866

売上総利益 406,763 487,687

販売費及び一般管理費 ※
 564,388

※
 563,539

営業損失（△） △157,625 △75,851

営業外収益

受取利息 185 7

受取配当金 317 313

仕入割引 6,950 4,246

デリバティブ解約益 － 2,926

デリバティブ評価益 2,665 －

雑収入 4,532 5,108

営業外収益合計 14,651 12,601

営業外費用

支払利息 12,745 6,114

売上割引 6,959 6,372

雑支出 4,786 6,020

営業外費用合計 24,491 18,507

経常損失（△） △167,464 △81,757

特別利益

固定資産売却益 － 151,795

貸倒引当金戻入額 171 326

特別利益合計 171 152,121

特別損失

固定資産除却損 1,245 1,924

減損損失 27,718 －

賃借契約解約による原状復帰費用 － 8,100

特別損失合計 28,964 10,024

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △196,256 60,339

法人税、住民税及び事業税 4,500 4,500

四半期純利益又は四半期純損失（△） △200,756 55,839
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【第２四半期会計期間】
（単位：千円）

前第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)

当第２四半期会計期間
(自　平成22年３月１日
　至　平成22年５月31日)

売上高 857,737 757,294

売上原価 656,620 514,996

売上総利益 201,117 242,298

販売費及び一般管理費 ※
 276,887

※
 279,456

営業損失（△） △75,770 △37,158

営業外収益

受取利息 81 2

受取配当金 177 177

仕入割引 3,137 2,127

デリバティブ評価益 247 －

雑収入 1,751 4,295

営業外収益合計 5,395 6,602

営業外費用

支払利息 6,198 2,506

売上割引 3,462 3,236

雑支出 2,596 2,814

営業外費用合計 12,257 8,557

経常損失（△） △82,632 △39,113

特別利益

貸倒引当金戻入額 41 111

特別利益合計 41 111

特別損失

固定資産除却損 620 △647

減損損失 27,718 －

賃借契約解約による原状復帰費用 － 8,100

特別損失合計 28,338 7,452

税引前四半期純損失（△） △110,929 △46,454

法人税、住民税及び事業税 2,200 2,250

四半期純損失（△） △113,129 △48,704
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第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２四半期累計期間
(自　平成21年12月１日
　至　平成22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又は税引前四半期純損失
（△）

△196,256 60,339

減価償却費 57,440 26,609

減損損失 27,718 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,053 △326

賞与引当金の増減額（△は減少） 70 250

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,356 △212

受取利息及び受取配当金 △503 △320

デリバティブ解約益 － △2,926

支払利息 12,745 6,114

有形固定資産除却損 625 404

有形固定資産売却損益（△は益） － △151,795

売上債権の増減額（△は増加） 235,394 39,811

たな卸資産の増減額（△は増加） △56,448 138,991

仕入債務の増減額（△は減少） 10,078 19,838

その他 △31,443 △83,540

小計 64,118 53,237

利息及び配当金の受取額 503 320

デリバティブ取引解約による受取額 － 2,926

利息の支払額 △12,745 △6,114

法人税等の支払額 △10,843 △8,972

営業活動によるキャッシュ・フロー 41,032 41,397

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 △18,995

有形固定資産の売却による収入 － 661,588

無形固定資産の取得による支出 － △9,667

投資有価証券の取得による支出 △7,556 △903

貸付金の回収による収入 6,000 －

その他 1,971 △1,294

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,965 630,727

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 △29 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △132,494 △570,336

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △108,427 101,788

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四半期末残高 ※
 136,762

※
 206,364
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【継続企業の前提に関する事項】

当第２四半期会計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年５月31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。

当第２四半期会計期間の営業損失の計上は、当社関連業界において個人消費低迷が続き、新設住宅着工戸数も前年同四

半期を大幅に下回る水準で推移し、リフォーム需要も依然として低調に推移したことから衛生機器・洗面機器とも出荷

数は前年同四半期を下回る結果となりました。

それらの影響により売上高が減少、また、個人消費低迷による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、衛生陶器の全量を海外委託生産体制に移管したこと、また、水栓金具の仕入先見直しとして海外へ移管

したことでのコスト削減効果により、コスト面においては前年同四半期より大幅に改善しております。

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期に引き続き第60期においても利益額確保と

して収益性の向上を最重要課題に掲げ、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

衛陶工場の生産全量を平成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

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．生産拠点及び物流拠点の集約化

生産拠点及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

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及びＯＥＭ先へ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の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、仕入商品のコスト削減及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。

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、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を四半

期財務諸表に反映しておりません。

 

【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21年12月１日
至　平成22年５月31日）

会計処理基準に関する事項の変更 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、第１四半期会計期間より移動平均法に

よる原価法（収益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3,710千円増

加し、営業損失、経常損失がそれぞれ3,710千円減少し、税引前四半期純利益が

3,710千円増加しております。　
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【簡便な会計処理】

 
当第２四半期累計期間
（自　平成21年12月１日
至　平成22年５月31日）

１．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。

２．固定資産の減価償却の算定方法　 定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を

期間按分して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21年12月１日
至　平成22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。

 

【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22年５月31日）

前事業年度末
（平成21年11月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、684,918千円であ

ります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、1,665,938千円で

あります。

※２　担保に供している資産　

次のものは、短期借入金145,514千円及び長期借入金

227,263千円（1年以内に返済予定の長期借入金36,572

千円を含む）、買掛金38,101千円の担保に供しており

ます。

受取手形 120,150千円(帳簿価額)

建物 215,648千円 (　 〃 　)

土地 341,300千円 (　 〃 　)

投資有価証券 30,337千円 (　 〃 　)

合計 707,436千円 (　 〃 　)

※２　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。

受取手形 100,024千円(帳簿価額)

建物 529,831千円 (　 〃 　)

土地 500,839千円 (　 〃 　)

投資有価証券 27,391千円 (　 〃 　)

合計 1,158,087千円 (　 〃 　)

　３　　　　　　　　――――― 　３　受取手形割引高は、149,507千円であります。
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（四半期損益計算書関係）

前第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２四半期累計期間
（自　平成21年12月１日
至　平成22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。

※　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 

　運賃及び運送保険料 79,750千円

　給与手当 156,693 

　賞与手当 21,450 

　賞与引当金繰入額 3,470 

　退職給付費用 10,192 

　福利厚生費 33,472 

　賃借料 41,320 

　旅費交通費 33,046 

　減価償却費 25,713 

　メンテナンス費 18,207 

前第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）

当第２四半期会計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22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。

※　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 

　運賃及び運送保険料 38,993千円

　給与手当 75,406 

　賞与手当 11,301 

　賞与引当金繰入額 3,470 

　退職給付費用 6,167 

　福利厚生費 17,492 

　賃借料 21,146 

　旅費交通費 17,385 

　減価償却費 11,829 

　メンテナンス費 6,158 
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第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２四半期累計期間
（自　平成21年12月１日
至　平成22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

※　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） （平成22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

 

 （千円）

　現金及び預金 206,364

　現金及び現金同等物 206,364

 

 

（株主資本等関係）

当第２四半期会計期間末（平成22年５月31日）及び当第２四半期累計期間（自　平成21年12月１日　至　平成22年

５月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　　　　　14,940,000株

 

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　　　　　　　10,701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。　

　

５．株主資本の金額の著しい変動

当社は、平成21年12月15日付で、仁慈資源ファンド１号投資事業組合から第三者割当増資の払込みを受けま

した。この結果、当第２四半期累計期間において資本金が99,960千円増加し、当第２四半期会計期間末において

資本金が1,483,960千円となっております。　

（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）

第１四半期会計期間においてデリバティブ取引に係る契約（通貨スワップ取引契約）を解約したことから、該

当事項はありません。

 

（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22年５月31日）

前事業年度末
（平成21年11月30日）

１株当たり純資産額 74.62円 １株当たり純資産額 79.72円

２．１株当たり四半期純利益金額又は純損失金額等

前第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２四半期累計期間
（自　平成21年12月１日
至　平成22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株当たり四半期純利益金額 3.80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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　２．１株当たり四半期純利益金額又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２四半期累計期間
（自　平成21年12月１日
至　平成22年５月31日）

１株当たり四半期純利益金額又は純損失金額 　 　

四半期純利益又は純損失（△）（千円） △200,756 55,839

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利益又は純損失（△）

（千円）
△200,756 55,839

期中平均株式数（株） 11,990,266 14,703,172

 

前第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）

当第２四半期会計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年５月31日）

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
－ 

１株当たり四半期純損失金額 △3.26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、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。

 
前第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）

当第２四半期会計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22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） △113,129 △48,704

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） △113,129 △48,704

期中平均株式数（株） 11,990,111 14,929,314

 

（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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年７月15日

アサヒ衛陶株式会社

取締役会　御中

ＯＡＧ監査法人

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 橋本　　浩　　印

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 土井　一史　　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21年12月１日から平成22年11月30日までの第60期事業年度の第２四半期会計期間（平成22年３月１日から平成22年

５月31日まで）及び第２四半期累計期間（平成21年12月１日から平成22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22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 

１．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いる。また当第２四半期会計期間においても、引き続き営業損失を計上している。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。

２．「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」に記載されているとおり、会社は従来、商品及び製

品の評価方法について、先入先出法による原価法（収益低下による簿価切下げの方法）によっていたが、第１四半期会

計期間より、移動平均法による原価法（収益低下による簿価切下げの方法）に変更している。　

　

　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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