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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 4,818 △0.1 △5 ― △17 ― △42 ―
21年3月期第2四半期 4,824 △2.5 △214 ― △186 ― △148 ―

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

22年3月期第2四半期 △5.08 ―
21年3月期第2四半期 △17.60 ―

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

22年3月期第2四半期 12,908 8,832 68.4 1,046.26
21年3月期 14,111 8,883 63.0 1,052.26

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  8,832百万円 21年3月期  8,883百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 10.00 10.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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  無   

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 10,650 △1.3 200 ― 200 ― 55 ― 6.51
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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、【定性的情報・財務諸表等】４．その他（４ページ）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、【定性的情報・財務諸表等】４．その他（４ページ）をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。上記業績予想につきましては４ページの「 ３．連結業績予想に関する定性的情報」 をご覧ください。 

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 9,440,000株 21年3月期  9,440,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  997,940株 21年3月期  997,940株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 8,442,060株 21年3月期第2四半期 8,442,126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わが国経済は、一部に生産や輸出の改善など回復の兆しも見られま

したが、企業収益の減少により、設備投資や雇用情勢が悪化する厳しい状況で推移しました。 

このような状況のもと、当社グループでは収益の改善をはかるため、建築用、道路用の両分野で

環境負荷を低減する塗料や機能性塗料の受注拡大に取り組んでまいりました。その結果、当第２四

半期連結累計期間の売上高は 48 億 18 百万円（前年同期 売上高 48 億 24 百万円）、営業損失５百

万円（同 営業損失２億 14 百万円）、経常損失 17 百万円（同 経常損失１億 86 百万円）、四半期

純損失 42 百万円（同 四半期純損失１億 48 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＞  

遮熱屋根塗料や防水材、床材の水性化など、環境対応製品の普及と受注拡大をはかりましたが、

当期に入って設備投資がさらに減少するなど、床用塗料の需要に大きく影響し、建築用塗料にお

ける収益は前年に比べて減少しました。しかし、景気対策により、交通安全関連工事の一部が上

半期に先行発注され、道路用塗料の出荷量が増加したため、塗料販売事業全体の売上高はほぼ前

年並みとなりました。利益面では、前期後半からのナフサ価格の値下がりの影響が当期に入って

ようやく原材料の一部に反映され、若干改善されましたが先行きは不安な状況が予想されます。 

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 44 億 94 百万円（前年同期比

3.3％減）となりました。 

＜施工事業＞   

当社が計画していた工場床の塗装工事の受注は減少しましたが、前期から仕掛となっていた首都

高関連の構造物補修工事（施工：アトムテクノス株式会社）の売上高を計上した結果、当第２四

半期連結累計期間の施工事業の売上高は３億 23 百万円（同 81.9％増）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 129 億８百万円（前連結会計年度末比 12 億２百万円 

減少）となりました。これは主に受取手形及び売掛金の減少により流動資産が 11 億 33 百万円減少

したことによるもので、道路用塗料の需要のピークが第４四半期となる事業特性に起因しておりま

す。 

当第２四半期連結会計期間末の負債は 40 億 76 百万円（同 11 億 51 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り、流動負債が 10 億 21 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 88 億 32 百万円（同 50 百万円減少）となりました。 

これは主に評価・換算差額等で 76 百万円増加したものの、当期純損失と剰余金の配当により１億 

27 百万円減少したことによるものです。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期は、建築用塗料の需要の落ち込みを、官庁工事の先行発注による道路用塗料の受注

増でカバーし、売上高の改善ははかれましたが、設備投資が予想以上に減少していることに加え、

下半期は上期の先行発注分が減少することも懸念されるため、通期の連結売上高は前年同期に比べ

て微減となる見込みです。また、前期に比べてナフサ価格が下がったものの、原材料価格には十分

反映されておらず、不安定な為替動向やナフサ価格に上昇気配もみられるため、利益面でも大きな

改善が見込めない状況が続くと予想しています。 

これらにより、平成 22 年３月期の連結業績予想は平成 21 年 11 月９日付「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 

法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限

定する方法によっています。 

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います。 

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する方法を採用しています。          

（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 

「工事契約に関する会計基準」の適用 
当第１四半期連結会計期間より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第 15 号 平

成 19 年 12 月 27 日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第 18 号 平成 19 年 12 月 27 日）を適用しています。これにより、損益に与える影響は

ありません。 

アトミクス株式会社（証券コード4625） 平成22年３月期第２四半期決算短信

4



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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,485,216 2,189,955

受取手形及び売掛金 3,485,346 4,657,062

商品及び製品 921,658 1,046,244

仕掛品 232,679 327,146

原材料及び貯蔵品 455,540 504,263

その他 144,468 137,036

貸倒引当金 △130,593 △133,702

流動資産合計 7,594,316 8,728,005

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,744,050 2,744,050

その他（純額） 1,760,034 1,839,308

有形固定資産合計 4,504,084 4,583,358

無形固定資産 162,981 173,183

投資その他の資産 647,535 626,705

固定資産合計 5,314,602 5,383,248

資産合計 12,908,918 14,111,253

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,093,245 2,981,518

短期借入金 412,844 412,844

未払法人税等 16,070 20,855

引当金 94,881 125,661

その他 457,190 555,115

流動負債合計 3,074,231 4,095,994

固定負債   

長期借入金 581,831 688,161

退職給付引当金 262,843 272,525

引当金 110,834 120,603

その他 46,614 50,729

固定負債合計 1,002,125 1,132,019

負債合計 4,076,356 5,228,014
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21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 7,409,149 7,536,456

自己株式 △380,175 △380,175

株主資本合計 8,749,374 8,876,681

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 50,435 28,687

為替換算調整勘定 32,752 △22,129

評価・換算差額等合計 83,187 6,558

純資産合計 8,832,562 8,883,239

負債純資産合計 12,908,918 14,111,253
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(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)

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 4,824,212 4,818,005

売上原価 3,476,593 3,356,166

売上総利益 1,347,619 1,461,839

販売費及び一般管理費 1,561,988 1,467,741

営業損失（△） △214,368 △5,901

営業外収益   

受取利息 607 179

受取配当金 4,205 3,878

為替差益 28,258 －

その他 5,092 5,364

営業外収益合計 38,164 9,422

営業外費用   

支払利息 9,966 9,486

為替差損 － 11,152

営業外費用合計 9,966 20,639

経常損失（△） △186,170 △17,118

特別利益   

固定資産売却益 54 489

貸倒引当金戻入額 3,221 8,498

特別利益合計 3,275 8,988

特別損失   

固定資産売却損 23 －

固定資産除却損 2,353 17,314

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 17,314

税金等調整前四半期純損失（△） △185,476 △25,444

法人税、住民税及び事業税 11,123 12,674

法人税等調整額 △48,008 4,768

法人税等合計 △36,885 17,442

四半期純損失（△） △148,590 △42,886
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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)

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 △25,444

減価償却費 156,625 152,253

賞与引当金の増減額（△は減少） △37,891 △30,780

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,741 △9,681

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,018 △9,768

貸倒引当金の増減額（△は減少） △66,218 △18,493

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 △4,058

支払利息 9,966 9,486

為替差損益（△は益） △3,282 7,389

有形固定資産売却損益（△は益） △31 △489

固定資産除却損 2,353 17,314

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 1,195,030

たな卸資産の増減額（△は増加） 19,314 275,333

仕入債務の増減額（△は減少） △746,908 △893,482

その他 155,418 △56,207

小計 141,233 608,402

利息及び配当金の受取額 4,813 4,058

利息の支払額 △10,162 △9,510

法人税等の支払額 △23,905 △16,189

営業活動によるキャッシュ・フロー 111,979 586,760

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 △81,456

有形固定資産の売却による収入 109 800

無形固定資産の取得による支出 △387 △5,382

投資有価証券の取得による支出 △2,851 △2,740

貸付金の回収による収入 5,000 －

その他 △1,941 △4,435

投資活動によるキャッシュ・フロー △146,080 △93,214

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 200,000 200,000

短期借入金の返済による支出 △200,000 △200,000

長期借入金の返済による支出 △106,422 △106,422

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △7,707

配当金の支払額 △84,796 △83,523

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 △197,653

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,508 △632

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △224,006 295,261

現金及び現金同等物の期首残高 2,712,080 2,189,955

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,488,073 2,485,216
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該当事項はありません 

  

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
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