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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 4,824 ― △214 ― △186 ― △148 ―
20年3月期第2四半期 4,949 △2.6 △92 ― △95 ― △287 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 △17.60 ―
20年3月期第2四半期 △34.03 ―

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

21年3月期第2四半期 13,828 9,032 65.3 1,069.99
20年3月期 14,964 9,352 62.5 1,107.75

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  9,032百万円 20年3月期  9,352百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 10.00 10.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 11,580 4.1 40 △66.1 20 △73.7 10 ― 1.18

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

[ （注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他 をご覧下さい。 ]  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結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るもの） 

[ （注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他 をご覧下さい。 ]  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

１．業績予想は、本資料の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。上期業績予想については２ページ「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  9,440,000株 20年3月期  9,440,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  997,940株 20年3月期  997,147株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  8,442,126株 20年3月期第2四半期  8,442,853株
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【定性的情報・財務諸表等】 

  １．連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間の経済情勢は、原材料価格の高騰や輸出の減速などから景況感が急

速に悪化し、景気後退の様相を呈してまいりました。また、米国の金融危機が表面化したことに

よりわが国の株式市場も急落するなど大きな影響を受けております。 

当四半期末には原油価格に低下傾向が現れてきましたが、塗料の原材料価格に反映されるには

至らず、値上げが続いております。このような状況のもと、当社グループでは新規需要の開拓、

経費節減、コストダウンに努めてまいりました。その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高

は 48 億 24 百万円（前年同期 売上高 49 億 49 百万円）、営業損失２億 14 百万円（同 営業損失 92

百万円）、経常損失１億 86 百万円（同 経常損失 95 百万円）、四半期純損失１億 48 百万円（同 

四半期純損失２億 87 百万円）となりました。 

     事業の種類別セグメントの業績は次の通りです。 

    ＜塗料販売事業＞ 

道路用ではカラー舗装材や視覚障害者用誘導標示製品(塗料、シート)など機能製品が伸びたも

のの、道路特定財源問題で延期した予算を執行しなかった自治体もあったため、主力の区画線用

塗料がこの影響を受けました。建築市場では大型の設備投資を控えるなど企業動向に変化が現れ、

床用塗料で高機能タイプの需要が減少し、安価な汎用品の需要が増加しました。また、家庭用も

消費マインドの回復が遅れる中、５月と８月の需要期に長雨の影響を受けるなど厳しい環境が続

きました。この結果、当第２四半期連結累計期間の塗料販売事業の売上高は 46 億 46 百万円（前

年同期比 1.3％減）となりました。 

＜施工事業＞   

第２四半期に完了する予定であった景観工事が第３四半期にずれ込んだため当第２四半期連結 

累計期間の施工事業の売上高は１億 77 百万円（同 27.0％減）となりました。 

     

２．連結財政状態に関する定性的情報 

      当第２四半期連結会計期間末の総資産は 138 億 28 百万円（前連結会計年度末比 11 億 35 百万円 

減少）となりました。これは主に現金及び預金と受取手形及び売掛金の減少により流動資産が 12 

億 51 百万円減少したためで、道路用塗料の需要が期末にかけて集中することに起因しておりま

す。 

当第２四半期連結会計期間末の負債は 47 億 95 百万円（同８億 15 百万円減少）となりました。 

これは主に支払手形及び買掛金と引当金が減少し、流動負債が７億 55 百万円減少したことによる

ものです。 

当第２四半期連結会計期間末の純資産は 90 億 32 百万円（同３億 19 百万円減少）となりました。 

これは主に利益剰余金、その他有価証券評価差額金、為替換算調整勘定の減少によるものです。 

 

 ３．連結業績予想に関する定性的情報 

    円高による輸出関連企業の設備投資の減少や官庁工事の発注の減少が予想されるため、売上高

は前回発表金額を若干下回る見込みです。利益面では原油価格の高騰が収まりつつあることと製

品の値上効果から利益率については改善が見込めるものの、値上幅は市場環境を勘案し許される

範囲に押えたため大幅な改善は見込めず、前回発表通りで変更はありません。 

 

  ＜ご参考＞ 前回発表業績予想（平成 20 年５月 19 日発表平成 20 年３月期決算短信） 

            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 

  （単位：百万円）  11,700    40    20     10         1 円  18 銭 

 

アトミクス株式会社（証券コード4625）平成21年３月期第２四半期決算短信

2



 ４．その他   

  （１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

        該当事項はありません。 

 （２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

   ①法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、

一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使

用した将来の業績予測やタックス･プランニングを利用する方法によっております。 

   ②税金費用の計算 

税金費用については、一部の連結子会社においては、当第２四半期連結会計期間を含む連

結会計年度の税引前当期純損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もり、

税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

     ①四半期財務諸表に関する会計基準等の適用 

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12 号）及び「四

半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 14 号）を適用してお

ります。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

当社及び国内連結子会社は、通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主

として総平均法による原価法、阿童木（廊坊）塗料有限公司と阿童木（無錫）塗料有限公

司は総平均法による低価法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資

産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成 18 年７月５日）が適用されたこ

とに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）により算定しております。これにより、営業損失、経常損失、及

び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ 17,455 千円増加しております。 

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用  

第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する

当面の取扱い」（実務対応報告第 18 号 平成 18 年５月 17 日）を適用しております。 

これにより、損益に与える影響はありません。  

④リース取引に関する会計基準の適用  

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

日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結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１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、リース取

引開始日がリース会計基準適用初年度開始後の所有権移転外ファイナンス・リース取引に

ついては、通常の売買取引に係る会計処理を適用し、リース取引開始日がリース会計基準

適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引においては、引き続き賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。また、リース取引開始日がリース

会計基準適用初年度開始後の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。これにより、損益に与える影響はありません。 

 （追加情報） 

   有形固定資産の耐用年数の変更 

    平成 20 年度税制改正により「減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令」

（平成 20 年４月 30 日 財務省令 32 号）が公布されたことに伴い、当社及び国内連結子会社の機

械装置について、耐用年数の見直しを行っております。これにより、営業損失、経常損失及び税

金等調整前四半期純損失は、それぞれ 3,014 千円増加しております。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,488,073 2,712,080

受取手形及び売掛金 3,690,257 4,640,082

商品及び製品 1,067,033 1,167,924

仕掛品 278,921 196,434

原材料及び貯蔵品 541,460 543,185

その他 98,680 141,550

貸倒引当金 △123,520 △109,080

流動資産合計 8,040,906 9,292,176

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,745,250 2,745,250

その他（純額） 2,001,906 1,914,124

有形固定資産合計 4,747,156 4,659,374

無形固定資産 191,738 211,096

投資その他の資産 848,941 801,447

固定資産合計 5,787,837 5,671,918

資産合計 13,828,743 14,964,094

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,457,601 3,204,295

短期借入金 412,844 412,844

未払法人税等 13,937 29,880

引当金 93,184 241,075

その他 584,966 430,343

流動負債合計 3,562,534 4,318,439

固定負債   

長期借入金 795,067 903,344

退職給付引当金 283,339 273,597

引当金 115,832 114,813

その他 39,021 1,330

固定負債合計 1,233,261 1,293,086

負債合計 4,795,795 5,611,525
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,040,000 1,040,000

資本剰余金 680,400 680,400

利益剰余金 7,517,284 7,750,304

自己株式 △380,175 △379,981

株主資本合計 8,857,509 9,090,722

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 61,213 109,273

為替換算調整勘定 114,225 152,573

評価・換算差額等合計 175,439 261,846

純資産合計 9,032,948 9,352,569

負債純資産合計 13,828,743 14,964,094

アトミクス株式会社（証券コード4625）平成21年３月期第２四半期決算短信

5



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 4,824,212

売上原価 3,476,593

売上総利益 1,347,619

販売費及び一般管理費 1,561,988

営業損失（△） △214,368

営業外収益  

受取利息 607

受取配当金 4,205

為替差益 28,258

その他 5,092

営業外収益合計 38,164

営業外費用  

支払利息 9,966

営業外費用合計 9,966

経常損失（△） △186,170

特別利益  

固定資産売却益 54

貸倒引当金戻入額 3,221

特別利益合計 3,275

特別損失  

固定資産売却損 23

固定資産除却損 2,353

投資有価証券評価損 80

役員退職慰労金 124

特別損失合計 2,581

税金等調整前四半期純損失（△） △185,476

法人税、住民税及び事業税 11,123

法人税等調整額 △48,008

法人税等合計 △36,885

四半期純損失（△） △148,590
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △185,476

減価償却費 156,625

賞与引当金の増減額（△は減少） △37,891

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,741

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,018

貸倒引当金の増減額（△は減少） △66,218

地中障害物撤去費用引当金の増減額（△は減少） △110,000

受取利息及び受取配当金 △4,813

支払利息 9,966

為替差損益（△は益） △3,282

有形固定資産売却損益（△は益） △31

固定資産除却損 2,353

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 80

売上債権の増減額（△は増加） 941,335

たな卸資産の増減額（△は増加） 19,314

仕入債務の増減額（△は減少） △746,908

その他 155,418

小計 141,233

利息及び配当金の受取額 4,813

利息の支払額 △10,162

法人税等の支払額 △23,905

営業活動によるキャッシュ・フロー 111,979

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 △146,010

有形固定資産の売却による収入 109

無形固定資産の取得による支出 △387

投資有価証券の取得による支出 △2,851

貸付金の回収による収入 5,000

その他 △1,941

投資活動によるキャッシュ・フロー △146,080

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 200,000

短期借入金の返済による支出 △200,000

長期借入金の返済による支出 △106,422

配当金の支払額 △84,796

自己株式の取得による支出 △194

財務活動によるキャッシュ・フロー △191,412

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,508

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △224,006

現金及び現金同等物の期首残高 2,712,080

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,488,073
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

 
前中間連結会計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円）
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高 4,949,435 100.0 

Ⅱ 売上原価 3,440,785 69.5 

売上総利益 1,508,650 30.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１．運賃  303,893  

２．貸倒引当金繰入額  31,677  

３．給料手当  477,576  

４．退職給付費用  38,341  

５．賞与引当金繰入額 48,931  

６．減価償却費 51,613  

７．その他 649,510  

販売費及び一般管理費合計 1,601,545 32.4 

営業損失（△） △92,895 △1.9 

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息 737  

２．受取配当金 3,911  

３．受取家賃 1,497  

４．その他 7,134  

営業外収益合計 13,280 0.3 

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息 14,036  

２．為替差損 1,692  

営業外費用合計  15,729 0.3 

経常損失（△） △95,343 △1.9 

Ⅵ 特別損失    

１．固定資産除却損 1,885  

２．投資有価証券評価損 30,742  

３．過年度役員退職慰労引当金繰入額 104,986  

４．厚生年金基金脱退引当金繰入額 136,608  

特別損失合計 274,223 5.6 

税金等調整前中間純損失（△） △369,567 △7.5 

法人税、住民税及び事業税 9,637 0.2 

法人税等調整額 △91,909 △1.9 

中間純損失（△） △287,295 △5.8 
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間純損失（△） △369,567 

減価償却費  159,234 

賞与引当金減少額  △78,535 

役員賞与引当金減少額 △15,000 

退職給付引当金減少額 △7,823 

役員退職慰労引当金増加額  109,879 

厚生年金基金脱退引当金増加額  136,608 

貸倒引当金増加額  31,677 

受取利息及び受取配当金  △4,649 

支払利息  14,036 

為替差損  1,216 

固定資産除却損  1,885 

投資有価証券評価損  30,742 

売上債権の減少額 900,577 

たな卸資産の増加額 △117,060 

仕入債務の減少額 △581,228 

その他  △60,788 

小計 151,204 

利息及び配当金受取額  4,649 

利息支払額  △13,954 

法人税等支払額  △133,515 

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,384 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出  △2,636 

有形固定資産の取得による支出  △87,402 

無形固定資産の取得による支出  △15,413 

その他増資の増加額  △7,556 

投資活動によるキャッシュ・フロー △113,007 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入  200,000 

短期借入金の返済による支出  △200,000 

長期借入金の返済による支出  △113,622 

配当金の支払額  △83,471 

財務活動によるキャッシュ・フロー △197,093 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 6,678 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △295,038 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,966,811 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 2,671,773 
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