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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 7,414 ― △225 ― △213 ― △197 ―
20年3月期第3四半期 7,643 △3.0 △2 ― △7 ― △235 ―

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3四半期 △23.34 ―
20年3月期第3四半期 △27.87 ―

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3四半期 13,980 8,970 64.2 1,062.55
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3四半期  8,970百万円 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 10,950 ― △55 ― △65 ― △65 ― △7.70

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  有  

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

(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」をご覧ください。]  

(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測数値と異なる場合があります。
上記業績予想については３ページ「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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」（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。  

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3四半期  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3四半期  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3四半期  8,442,104株 20年3月期第3四半期  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３四半期連結累計期間の経済情勢は、原油価格の高騰は収まったものの、サブプライムロ

ーン問題が世界的な金融危機につながり、不穏な情勢となってまいりました。これまで景気を牽

引してきた輸出関連企業も、急激な円高や輸出の減速などから業績の悪化が明らかになってまい

りました。当第３四半期に入ってからは、輸出企業をはじめ各種製造業で生産調整や設備投資の

削減が実施されるなど、塗料業界におきましても塗料需要が減少する厳しい状況が続いておりま

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３四半期連結累計期間の売上高は 74 億 14 百万円（前年同期 

売上高 76 億 43 百万円）、営業損失２億 25 百万円（同 営業損失２百万円）、経常損失２億 13 百

万円（同 経常損失７百万円）、四半期純損失１億 97 百万円（同 四半期純損失２億 35 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＞ 

道路用はカラー舗装材や視覚障害者誘導用標示関連製品、高輝度製品などの機能製品で受注額

を増やすことができましたが、主力の区画線用塗料で販売価格を見直すものの、原材料価格の上

昇を吸収できず利益面での不採算状態が続いております。建築市場では輸出関連製造業の業績悪

化により設備投資計画の中止、延期の影響が現れ、床、屋根など建築用塗料の収益が低下しまし

た。 

また、家庭用も個人消費がますます冷え込むなか、上半期の天候不順の影響を受けて厳しい状況

が続きました。この結果、当第３四半期連結累計期間の塗料販売事業の売上高は 71 億４百万円

（前年同期比 2.0％減）となりました。 

＜施工事業＞   

前期末からの仕掛工事により景観分野の工事売上が増加したものの、製造業を顧客とする床塗

装工事は計画の中止や延期により、受注高が減少しました。この結果、当第３四半期連結累計期

間の施工事業の売上高は３億９百万円（同 20.8％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３四半期連結会計期間末の総資産は 139 億 80 百万円（前連結会計年度末比９億 83 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 10

億 83 百万円減少したためで、道路用塗料の需要が年度末に集中することに起因しております。 

当第３四半期連結会計期間末の負債は 50 億 10 百万円（同６億１百万円減少）となりました。 

これは主に支払手形及び買掛金と引当金の減少によって流動負債が５億５百万円減少したことと、

長期借入金等の返済により固定負債が 95 百万円減少したことによるものです。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産は 89 億 70 百万円（同３億 82 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。 

 

（キャッシュ・フローの状況）      

  当第３四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物（以下、資金という）の残高は 20 億 34

百万で前連結会計年度末に比べて６億 77 百万円減少しました。当第３四半期連結累計期間に

おける各キャシュ・フローの状況は次の通りです。 

・営業活動によるキャッシュ・フロー 

 当第３四半期連結累計期間の営業活動で使用した資金は２億 13 百万円で、これは売上債権
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の減少と減価償却費、その他によって８億 90 百万円増加したものの、仕入債務の減少、税金

等調整前純損失、たな卸資産の増加、地中障害物撤去費用引当金の減少、賞与引当金の減少、

貸倒引当金の減少で 11 億５百万円減少したことによるものです。 

・投資活動によるキャッシュ・フロー 

当第３四半期連結累計期間の投資活動で使用した資金は２億 10 百万円で、主に有形固定資

産の取得によるものです。 

・財務活動によるキャッシュ・フロー 

   当第３四半期連結累計期間の財務活動で使用した資金は２億 44 百万円で、これは主に長期

借入金の返済と配当金の支払によるものです。 

 

 ３．連結業績予想に関する定性的情報 

    急激な円高による輸出関連企業の業績悪化や設備投資の減少に加えて官庁工事の減少も予想さ

れるため、売上利益とも前回発表金額を下回る見込みです。市場環境の回復が見込めないため、

経費節減、コスト削減を徹底してまいります。 

なお、通期業績予想の詳細につきましては、本日（平成 21 年２月９日）別途お知らせいたし

ました「平成 21 年３月期通期業績予想の修正に関するお知らせ」の通りです。 

 

 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たな卸資産の評価方法 

    当第３四半期連結会計期間末のたな卸高は、一部については実地たな卸を省略し、第２四半

期連結会計期間末のたな卸高を基礎として合理的な方法により算出しております。 

   ②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。 

   ③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３四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）に統一して算定しております。これにより、当第３四半期連結累

計期間の営業損失、経常損失、及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ 24,879 千円増
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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、当第３四半期連結累計期間の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、当第３四半期連結累計期間の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、当第３四半期連結累計期間

の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ 3,901 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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 2,034,387 2,712,080

受取手形及び売掛金 4,100,675 4,640,082

商品及び製品 1,146,182 1,167,924

仕掛品 400,165 196,434

原材料及び貯蔵品 561,900 543,185

その他 92,585 141,550

貸倒引当金 △127,057 △109,080

流動資産合計 8,208,840 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） 1,983,145 1,914,124

有形固定資産合計 4,728,395 4,659,374

無形固定資産 195,333 211,096

投資その他の資産 847,972 801,447

固定資産合計 5,771,701 5,671,918

資産合計 13,980,541 14,964,094

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,810,006 3,204,295

短期借入金 412,844 412,844

未払法人税等 7,426 29,880

引当金 44,923 241,075

その他 537,302 430,343

流動負債合計 3,812,503 4,318,439

固定負債   

長期借入金 740,685 903,344

退職給付引当金 283,629 273,597

引当金 118,320 114,813

その他 55,290 1,330

固定負債合計 1,197,927 1,293,086

負債合計 5,010,430 5,611,525
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 7,468,818 7,750,304

自己株式 △380,175 △379,981

株主資本合計 8,809,042 9,090,722

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 57,900 109,273

為替換算調整勘定 103,168 152,573

評価・換算差額等合計 161,068 261,846

純資産合計 8,970,111 9,352,569

負債純資産合計 13,980,541 14,964,094
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 7,414,754

売上原価 5,267,000

売上総利益 2,147,753

販売費及び一般管理費 2,373,664

営業損失（△） △225,911

営業外収益  

受取利息 711

受取配当金 6,422

為替差益 12,904

その他 8,270

営業外収益合計 28,308

営業外費用  

支払利息 16,176

営業外費用合計 16,176

経常損失（△） △213,778

特別利益  

固定資産売却益 54

貸倒引当金戻入額 1,454

特別利益合計 1,508

特別損失  

固定資産売却損 23

固定資産除却損 3,746

投資有価証券評価損 13,145

役員退職慰労金 124

特別損失合計 17,039

税金等調整前四半期純損失（△） △229,309

法人税、住民税及び事業税 15,453

法人税等調整額 △47,705

法人税等合計 △32,252

四半期純損失（△） △197,057
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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（△） △229,309

減価償却費 245,932

賞与引当金の増減額（△は減少） △86,152

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,032

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,507

貸倒引当金の増減額（△は減少） △70,438

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 △7,133

支払利息 16,176

為替差損益（△は益） 5,993

有形固定資産売却損益（△は益） △31

固定資産除却損 3,746

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 13,145

売上債権の増減額（△は増加） 533,908

たな卸資産の増減額（△は増加） △205,224

仕入債務の増減額（△は減少） △404,351

その他 110,873

小計 △169,323

利息及び配当金の受取額 7,133

利息の支払額 △17,594

法人税等の支払額 △33,530

営業活動によるキャッシュ・フロー △213,315

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 △208,533

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 △746

投資有価証券の取得による支出 △4,069

貸付金の回収による収入 5,000

その他 △2,110

投資活動によるキャッシュ・フロー △210,350

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 △159,633

配当金の支払額 △84,904

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 △244,731

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,295

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △677,693

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 2,034,387
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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。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（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」  

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  7,643,317

Ⅱ 売上原価  5,261,055

売上総利益  2,382,261

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,384,670

営業損失（△） △2,408

Ⅳ 営業外収益  18,095

Ⅴ 営業外費用  23,402

経常損失（△） △7,715

Ⅵ 特別利益  121

Ⅶ 特別損失  264,073

税金等調整前四半期純損失（△） △271,667

税金費用 △36,383

四半期純損失（△） △235,284

アトミクス株式会社（証券コード4625） 平成21年３月期第３四半期決算短信

10



  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前年同四半期

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区  分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △271,667

減価償却費  233,120

賞与引当金の減少額 △121,317

役員退職慰労引当金の増加額  112,325

売上債権の減少額  825,374

たな卸資産の増加額 △337,428

仕入債務の減少額 △350,496

その他 △24,557

小 計  65,354

利息及び配当金受取額  6,852

利息支払額 △17,616

法人税等支払額 △143,879

営業活動によるキャッシュ・フロー △89,289

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 △4,018

投資有価証券の売却による収入  21,280

有形固定資産の取得による支出 △118,929

無形固定資産の取得による支出 △16,619

その他 △8,930

投資活動によるキャッシュ・フロー △127,216

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  △170,433

配当金の支払額 △83,861

財務活動によるキャッシュ・フロー △254,294

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  675

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △470,124

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期末残高  2,496,687
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