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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

22年3月期 10,659 △1.2 308 ― 311 ― 158 ―
21年3月期 10,788 △3.0 △29 ― △9 ― △129 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 18.76 ― 1.8 2.2 2.9
21年3月期 △15.33 ― △1.4 △0.1 △0.3

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 14,089 8,987 63.8 1,064.66
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  8,987百万円 21年3月期  8,883百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 1,167 △133 △312 2,911
21年3月期 83 △280 △306 2,189

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00 84 ― 0.9
22年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00 84 53.3 0.9
23年3月期 

（予想） ― 0.00 ― 10.00 10.00 93.8

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

4,790 △0.6 △10 ― △10 ― △40 ― △4.74

通期 10,880 2.1 290 △6.3 280 △10.2 90 △43.2 10.66
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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  

   (注） 詳細は ６ページの 「２ 企業集団の状況 」 をご覧下さい。 

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

   (注） 詳細は 22ページの 「 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 」 をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

   (注） １株当たり当期純利益(連結）の算定の基礎となる株式数については、 34ページの 「１株当たり情報 」 をご覧下さい。 

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） 22年3月期 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  997,940株 21年3月期  997,940株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

22年3月期 8,813 △3.8 352 186.0 381 144.2 △366 ―
21年3月期 9,164 0.5 123 △32.8 156 △0.3 △9 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 △43.41 ―
21年3月期 △1.12 ―

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 13,322 8,615 64.7 1,020.54
21年3月期 13,818 9,053 65.5 1,072.48

（参考） 自己資本 22年3月期  8,615百万円 21年3月期  9,053百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は、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。 上記業績予想に関する事項は ３ページの 「１ 経営成績（１）経営成績に関する分析」 をご参照下さい。 

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

第2四半期 
累計期間

4,085 3.2 5 △83.9 15 △58.3 8 △65.0 0.95

通期 9,020 2.3 290 △17.7 310 △18.8 150 ― 17.77
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１ 経営成績 

 

（１）経営成績に関する分析 

 

①当期の経営成績 

      当連結会計年度のわが国経済は、先行きの景況感に改善の兆しが見られるようになったものの、

設備投資の本格的な回復基調は見られず、雇用不安や個人消費の低迷が続き、デフレ状況から脱

け出せない状況が続いてまいりました。 

塗料業界におきましては、 も影響力のある原油･原材料の価格が、年度前半までは安定して

推移しましたが、後半に入って再び高騰する気配を見せる不安な状況のなか、需要が回復しない

厳しい状況が続いてまいりました。 

このような状況のもと、当グループは経費節減と高機能塗料による新規顧客・新規市場の開拓

に努めてまいりました。 

その結果、当連結会計年度の業績は売上高 106 億 59 百万円（前連結会計年度比 1.2％減）、営

業利益３億８百万円（ 同 －％）、経常利益３億 11 百万円（ 同 －％）となりました。また、貸

倒引当金戻入益 24 百万円、投資有価証券売却益 10 百万円など特別利益 35 百万円、固定資産除

却損 19 百万円など特別損失 19 百万円および税金費用１億 69 百万円を計上いたしました結果、

当期純利益は１億 58 百万円（ 同 －％）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。 

  ア 塗料販売事業  

建築用では、ＶＯＣ低減を進めるため、ユーザーへの啓蒙活動を継続してきた水性タイプの防

水材や床塗料のほか、省エネに貢献する遮熱屋根用塗料の受注が伸びました。しかし、設備投資

の回復が遅れたため、工場向けの高耐久型の床塗料や屋根塗料の需要が減少したことが建築用塗

料全体の受注減の大きな要因となりました。家庭用塗料は需要期の荒天や取扱製品の見直しによ

り、販売額は微減となりましたが、販売子会社アトムサポート㈱による価格の見直しや販売管理

の合理化によって、利益改善をはかることができました。道路用では、公共工事の一部が先行発

注された影響により、路面標示材が上半期から順調に推移したことに加え、視覚障害者用製品や

カラー舗装材、高輝度製品など、高付加価値・高機能な製品による市場拡大も進み、売上・利益

とも通期で前年を上回ることができました。 

この結果、当連結会計年度の塗料販売事業の売上高は 98 億 13 百万円（前連結会計年度比 3.0％

減）となりました。 

 

イ 施工事業   

設備投資減少の影響により、工場床塗装工事の受注が大幅に減少しましたが、子会社アトムテ

クノス㈱による構造物補修工事の受注が順調であったことと、前期からの仕掛工事の完成により、

当連結会計年度の施工事業の売上高は８億 45 百万円（ 同 26.2％増）となりました。 

 

②次期の見通し 
原油価格が高騰の気配を見せており、塗料原材料の価格が再び上昇することが懸念されます。

また、欧州発の金融市場混乱の影響により、不安定な状況が続くものと予想しています。 

次期につきましても需要の回復は期待できないため、水性化製品、機能性製品による新規顧客

獲得とハードコート材による新市場の開拓を進めてまいります。これにより、平成 23 年 3 月期

の連結業績は売上高 108 億 80 百万円、営業利益２億 90 百万円、経常利益２億 80 百万円、当期

純利益 90 百万円と見込んでいます。 

 

③中期経営計画等の進捗状況  
ハードコート材の開発販売に特化する機能材料部を新設したほか、営業、技術を中心に組織 

の枠組みを超えて、固有技術、ノウハウ、市場情報を共有化するプロジェクトを結成し、新製品

やニッチ市場の開発を進めています。また、聖域をなくした「コスト削減やＶＯＣ低減、産業廃

棄物削減」については全社をあげて取り組んでいます。 
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（２）財政状態に関する分析 
 

① 資産、負債、純資産の状況に関する分析 
当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べて 21 百万円減少し、140 億 89

百万円となりました。この要因となった流動資産、固定資産の状況はつぎの通りです。 

流動資産は前連結会計年度末に比べて１億 49 百万円増加し、88 億 77 百万円となりました。 

これは主に現金及び預金が７億22百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が３億28百万、

たな卸資産（商品及び製品・仕掛品・原材料及び貯蔵品）が３億５百万減少したことによるもの

です。 

固定資産は前連結会計年度末に比べて１億 71 百万円減少し、52 億 11 百万円となりました。 

これは主に、有形固定資産が１億 59 百万、無形固定資産が 15 百万円減少したことによるもの

です。 

 また、負債及び純資産の状況はつぎの通りです。 

流動負債は前連結会計年度末に比べて１億 12 百万円増加し、42 億８百万円となりました。こ

れは主に支払手形及び買掛金が１億 49 百万減少したものの、未払法人税等と賞与引当金で２億

87 百万円増加したことによるものです。 

固定負債は前連結会計年度末に比べて２億 39 百万円減少し、８億 92 百万円となりました。 

これは主に、長期借入金が２億 14 百万円減少したことによるものです。 

純資産は前連結会計年度末に比べて１億 4百万円増加し、89 億 87 百万円となりました。こ 

れは利益剰余金 73 百万円と評価・換算差額等 30 百万円の増加によるものです。 

 

②  キャッシュ・フローの状況に関する分析         

   ア 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 11 億 67 百万円（前連結会計年度比 10 億 84 百万円増加）と

なりました。これは主に、売上債権及びたな卸資産の減少、税金等調整前当期純利益、減価償

却費等で資金が 12 億 98 百万円増加したものの、仕入債務と未成工事受入金の減少により資金

が２億 40 百万円減少したことによるものです。 

イ 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１億 33 百万円（ 同 １億 47 百万円減少）となりました。

これは主に、有形固定資産の取得に１億 32 百万円支出したことによるものです。 

ウ 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３億 12 百万円（ 同 ５百万円増加）となりました。これは、

主に長期借入金の返済に２億 12 百万円、配当金の支払に 83 百万円支出したことによるもので

す。 

これらの結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末

に比べて７億 22 百万円増加し 29 億 11 百万円となりました。 

 

③ キャッシュ・フロー関連指標の推移 

   平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率（％） 67.0 62.6 62.5 63.0  63.8 

時価ベースの自己資本比率（％） 34.1 20.2 13.3 2.1  18.5 

ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ対有利子負債比率  11.3 2.3 5.2 13.2  0.8 

インタレスト･カバレッジ･レシオ  4.6 60.1 8.3 3.7  65.6 
  注  1. 自己資本比率             ：    自己資本／総資産   ×100 

        時価ベースの自己資本比率         ：    株式時価総額／総資産 ×100        

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：    有利子負債／キャッシュ・フロー 

       インタレスト・カバレッジ・レシオ ：    キャッシュ・フロー／利払い 

2.  各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

  3. 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

4.  キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

5.  有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象として

います。また、利払いについては連結キャッシュ・フロー計算書の利息支払額を使用しています。 
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（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当  

当社の配当政策は、将来に備えて経営基盤や財務体質を強化することによって、継続的で安定

的な配当を行うこと、また、利益の一部を内部留保資金とすることで将来の事業展開や研究開発、

設備投資など、戦略上必要な投資に備えることを基本方針としています。今後につきましては株

主の皆様への利益還元が重要課題であることを認識し、配当政策を検討して参ります。 
当期（平成 22 年 3 月期）および次期（平成 23 年 3 月期）の 1 株当たりの配当金につきまして

はそれぞれ 10 円を予定しています。 
                           

（４）事業等のリスク 

  ① 事業等の変動要因について 

     当社グループの経営成績は、設備投資や個人消費の動向及び政府・自治体の交通安全対策の

実施状況ならびに石油系を主とする原材料価格や為替変動、株式市況等の影響を受ける可能性

があります。 

    ② 法的規制について 

      塗料販売事業では有機溶剤を取り扱う関係から、環境関連の法律による規制強化の進捗の影

響を受ける可能性があります。 

    ③ 製品の安定供給について 

     当社グループが製造する塗料のうち、溶融型塗料は久喜工場、岡山工場、阿童木（廊坊）塗

料有限公司(中国河北省)の３ヶ所で製造しています。久喜と岡山は補完能力を有していますが、

その他塗料のほとんどを加須工場で製造しているため、災害等が発生した場合は製品供給に影

響が出る可能性があります。これにつきましては、加須工場で製造する製品の一部を阿童木（無

錫）塗料有限公司(中国江蘇省)で製造し、輸入する取り組みを進めています。 
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２ 企業集団の状況   

 

（１）事業の内容 

当社グループ（当社及び当社の関係会社、以下同じ）は、当社及び国内子会社４社と海外子会社２

社で構成し、塗料販売事業と施工事業を行っています。    

塗料販売事業では道路用塗料、床・屋根・防水などの建築用塗料、家庭用塗料、コンクリート構造

物の保護・補修材、光触媒製品やハードコート材など機能性コーティング材の製造及び販売を行って

います。このほか、道路用塗料施工機の製造販売、交通安全や生活環境インフラの維持管理に係るソ

フトウェアの開発と販売、ホームセンター向け物流業務を行っています。 

また、施工事業では当社グループで製造した製品を用いる工事を請負っています。 

 
当社グループについて事業系統図を示すと次の通りです。 

 
                 製品の製造販売、施工機械の販売及び工事請負 

            

 

家庭塗料と関連製品                              ※１ 

            の販売及び工事請負                     製品の販売 

               

                                                                      

                    

           物流委託    ※１ 

              物流委託                        物流委託 

                 

            保管･仕分･配送ｻｰﾋﾞｽ  

                                                                        ※１ 

              工事請負                        製品の販売 

 

                          

                                                            
事業所の賃貸 ※２                                                         

                     
 

                                                            ※１   

                                        施工機械の製造販売 

                                        

        
  
 
 

        

国 

内 

得 

意 

先 
               

                 

製品及び施工機械の  （中国）         ※１  原材料及び製品販売                   

  
                  

当 
          

 
         

社 
 

アトムサポート株式会社  

株式会社 アブス 

アトムテクノス株式会社

西 川 不 動 産 株式会社 

アトム機械サービス株式会社 

            製造販売、工事請負                     

                                          原材料販売 

            

                           

                       （中国）   製品の販売  ※１  原材料及び製品販売 

            製品の製造販売 

                               原材料及び製品販売 
     

    

 

海
外
得
意
先  

阿童木（廊坊）塗料有限公司 

阿童木（無錫）塗料有限公司

 

 
 

(注) ※１ 連結子会社 

※２ その他の関係会社 
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（２）関係会社の状況 

  名    称 住   所 資 本 金 
 

主要な事業の内容 

 

議決権の

所有割合

( 被 所 有

割合) 

 

関 係 内 容 

(業務上の取引) 

アトムサポート株式会社 東京都板橋区 ３億 80 万円
塗料販売事業 

施工事業 
100％ 

 

当社から塗料及び関連製

品を販売 

株式会社 アブス 
埼玉県久喜市菖

蒲町 
30 百万円 塗料販売事業 100％ 

 

主にｱﾄﾑｻﾎﾟｰﾄ(株)から物

流業務を受託 

アトム機械サービス株式会社 東京都板橋区 25 百万円 塗料販売事業 100％ 

 

当社へ道路用塗料の施工

機械を販売 

アトムテクノス株式会社 
埼玉県北葛飾郡

松伏町 
50 百万円 施工事業 100％ 

 

当社から製品を販売 

阿童木（廊坊）塗料有限公司 中国 河北省 235 万米ﾄﾞﾙ
塗料販売事業 

施工事業 
100％ 

 

当社から原材料及び製

品、部品の販売、当社へ

原材料販売 

阿童木（無錫）塗料有限公司 中国 江蘇省 
1,005 万米

ﾄﾞﾙ 

 

塗料販売事業 

 
100％ 

 

当社から原材料及び製品

の販売、当社及び阿童木

(廊坊)塗料有限公司へ製

品販売、当社へ原材料及

び製品の販売 

西川不動産株式会社 東京都千代田区 10 百万円   － (37％) 

 

当社及びｱﾄﾑﾃｸﾉｽ(株) へ

の事業所の賃貸 

 注 １．議決権の所有割合(被所有割合)は小数点以下を切り捨てて表示しています。 
２．阿童木（無錫）塗料有限公司の資本金を 930 万米ドルから 1080 万米ドルとすることについて現地当局の認可済で、残り 75 万

ドルを 2011 年３月期中に払い込む予定です。 
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３ 経営方針 

 

（１）会社の経営の基本方針  

当社グループは、塗料・コーティング材・道路の表示材の領域において独創的な製品と関連す

るサービスを提供することで「安全で快適な住環境・屋外環境」を実現し、生活者との信頼関係

を築くことを基本方針としています。具体的には、設備関連市場で床用・屋根用・防水用塗料に、

家庭用市場で家庭用塗料とホームケア商品に、交通安全施設市場では道路用塗料とその施工機械

に絞り込み、それぞれの分野でナンバーワン・オンリーワンとなる製品とサービスを提供するこ

とを目指しています。 

    

（２）目標とする経営指標     

第９次三ヵ年計画（2009 年３月期～2011 年３月期）目標営業利益 ５億円 

 

（３）中長期的な会社の経営戦略  

粗利 50％企業を目指し、2014 年３月期までに必要な体制を構築する。第９次三ヵ年計画（2009

年３月期～2011 年３月期）はその準備とする。 

①営業、技術部門は組織の枠を超えて協力し、高付加価値製品の開発、ローコストの製品開発に

取り組み、開発する製品は粗利 50％以上を目指す。 

②資材調達から生産、在庫、配送、販売までの全ての段階でコストの削減に取組む。 

③機能材料部（2008 年４月新設）はハードコート、耐熱、光学分野で無機有機ハイブリッド製品 

の市場開拓をし、道路、床・屋根・防水、家庭に次ぐ中核製品に育成する。 

④加須工場をリニュアルし、機能を改善・集約して生産性の向上とコストダウンをはかる。  

   

（４）会社の対処すべき課題 

① 機能製品開発・上市（安全、健康、環境に関連する機能製品の開発、上市） 

② ニッチ市場の開拓（独自技術を応用展開） 

③ 製造原価の低減（加須工場） 

④ 経費削減（“ムダ消し３０００”をスローガンに、当たり前に行なってきた作業や行動を見直 

して、経費を 30 百万円削減する） 

⑤ ハードコーティング材事業推進（次期３ヵ年の組織･設備投資計画策定） 

⑥ 社会的責任の履行（法令順守、企業活動の全ての段階で環境負荷の低減） 

⑦ 海外市場の開拓（技術力、生産能力、人材など当社の強みを生かせる市場に特化）  
 

 

（５）その他、会社の経営上の重要な事項 

   社外監査役 石川伸吾氏は原材料の仕入取引の関係にあります楠本化成株式会社の取締役に就 

任していますが、原材料の購入につきましては、市場価格を勘案して交渉のうえ、一般的取引条 

件と同様に決定しています。また、社外監査役 上原左多男氏は当社の関係会社である西川不動 

産株式会社の顧問税理士に就任していますが当社と特別な利害関係はありません。 
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4.【連結財務諸表】 
(1)【連結貸借対照表】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,189,955 2,911,967

受取手形及び売掛金 4,657,062 4,328,178

商品及び製品 1,046,244 914,215

仕掛品 327,146 203,339

原材料及び貯蔵品 504,263 454,755

繰延税金資産 118,289 165,679

その他 18,746 30,980

貸倒引当金 △133,702 △131,326

流動資産合計 8,728,005 8,877,788

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,260,347 4,243,102

減価償却累計額 △3,113,437 △3,184,530

建物及び構築物（純額） 1,146,909 1,058,572

機械装置及び運搬具 3,225,460 3,263,759

減価償却累計額 △2,670,409 △2,766,954

機械装置及び運搬具（純額） 555,051 496,805

土地 2,744,050 2,744,050

その他 639,028 651,773

減価償却累計額 △501,681 △527,248

その他（純額） 137,346 124,524

有形固定資産合計 4,583,358 4,423,952

無形固定資産 173,183 158,102

投資その他の資産   

投資有価証券 320,194 322,722

出資金 2,055 2,045

繰延税金資産 126,776 113,357

その他 236,922 232,767

貸倒引当金 △59,242 △41,052

投資その他の資産合計 626,705 629,840

固定資産合計 5,383,248 5,211,896

資産合計 14,111,253 14,089,684
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,981,518 2,832,467

短期借入金 412,844 412,844

未払法人税等 20,855 206,567

賞与引当金 125,661 227,456

その他 555,115 529,532

流動負債合計 4,095,994 4,208,867

固定負債   

長期借入金 688,161 473,624

退職給付引当金 272,525 264,248

役員退職慰労引当金 120,603 116,051

その他 50,729 38,979

固定負債合計 1,132,019 892,903

負債合計 5,228,014 5,101,770

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 7,536,456 7,610,377

自己株式 △380,175 △380,175

株主資本合計 8,876,681 8,950,601

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 28,687 43,308

為替換算調整勘定 △22,129 △5,995

評価・換算差額等合計 6,558 37,313

純資産合計 8,883,239 8,987,914

負債純資産合計 14,111,253 14,089,684
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 10,788,254 10,659,465

売上原価 7,628,070 7,285,106

売上総利益 3,160,184 3,374,359

販売費及び一般管理費   

運賃 654,478 624,822

貸倒引当金繰入額 58,070 20,661

給料及び手当 985,100 960,783

退職給付費用 35,327 32,139

賞与引当金繰入額 64,977 116,352

減価償却費 116,242 105,343

その他 1,275,443 1,205,313

販売費及び一般管理費合計 ※1  3,189,640 ※1  3,065,415

営業利益又は営業損失（△） △29,456 308,943

営業外収益   

受取利息 1,215 3,565

受取配当金 7,830 6,770

為替差益 18,734 －

受取家賃 3,052 4,336

受取保険金 － 4,799

その他 10,289 7,490

営業外収益合計 41,122 26,961

営業外費用   

支払利息 20,834 17,488

為替差損 － 6,603

その他 4 4

営業外費用合計 20,839 24,096

経常利益又は経常損失（△） △9,173 311,808

特別利益   

固定資産売却益 ※2  54 ※2  497

投資有価証券売却益 － 10,501

貸倒引当金戻入額 － 24,940

特別利益合計 54 35,938

特別損失   

固定資産売却損 ※3  23 ※3  －

固定資産除却損 ※4  4,672 ※4  19,433

減損損失 ※5  6,850 ※5  －

投資有価証券評価損 34,977 0

役員退職慰労金 124 －

特別損失合計 46,648 19,433

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△55,767 328,313

法人税、住民税及び事業税 24,670 212,202

法人税等調整額 48,979 △42,230

法人税等合計 73,650 169,972

当期純利益又は当期純損失（△） △129,418 158,340
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,040,000 1,040,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,040,000 1,040,000

資本剰余金   

前期末残高 680,400 680,400

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 680,400 680,400

利益剰余金   

前期末残高 7,750,304 7,536,456

当期変動額   

剰余金の配当 △84,428 △84,420

当期純利益又は当期純損失（△） △129,418 158,340

当期変動額合計 △213,847 73,920

当期末残高 7,536,456 7,610,377

自己株式   

前期末残高 △379,981 △380,175

当期変動額   

自己株式の取得 △194 －

当期変動額合計 △194 －

当期末残高 △380,175 △380,175

株主資本合計   

前期末残高 9,090,722 8,876,681

当期変動額   

剰余金の配当 △84,428 △84,420

当期純利益又は当期純損失（△） △129,418 158,340

自己株式の取得 △194 －

当期変動額合計 △214,041 73,920

当期末残高 8,876,681 8,950,601
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 109,273 28,687

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △80,585 14,621

当期変動額合計 △80,585 14,621

当期末残高 28,687 43,308

為替換算調整勘定   

前期末残高 152,573 △22,129

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △174,702 16,133

当期変動額合計 △174,702 16,133

当期末残高 △22,129 △5,995

評価・換算差額等合計   

前期末残高 261,846 6,558

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △255,288 30,755

当期変動額合計 △255,288 30,755

当期末残高 6,558 37,313

純資産合計   

前期末残高 9,352,569 8,883,239

当期変動額   

剰余金の配当 △84,428 △84,420

当期純利益又は当期純損失（△） △129,418 158,340

自己株式の取得 △194 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △255,288 30,755

当期変動額合計 △469,330 104,675

当期末残高 8,883,239 8,987,914
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

△55,767 328,313

減価償却費 334,307 314,512

減損損失 6,850 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,414 101,794

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,072 △8,276

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,789 △4,552

貸倒引当金の増減額（△は減少） △48,250 △20,605

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 △9,045 △10,335

支払利息 20,834 17,488

為替差損益（△は益） △3,081 1,829

固定資産売却損益（△は益） △31 △497

固定資産除却損 4,672 19,433

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） － △10,501

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 34,977 0

売上債権の増減額（△は増加） △58,786 348,833

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,301 307,231

仕入債務の増減額（△は減少） △207,504 △162,399

未成工事受入金の増減額（△は減少） 103,073 △77,663

その他 112,816 58,672

小計 130,670 1,203,277

利息及び配当金の受取額 9,045 10,335

利息の支払額 △22,758 △17,815

法人税等の支払額 △33,630 △27,842

営業活動によるキャッシュ・フロー 83,326 1,167,956

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 △5,119 △4,824

投資有価証券の売却による収入 － 27,122

有形固定資産の取得による支出 △269,244 △132,320

有形固定資産の売却による収入 109 1,354

無形固定資産の取得による支出 △13,393 △10,630

貸付金の回収による収入 5,000 －

投資その他の資産の増減額（△は増加） 1,733 △13,976

投資活動によるキャッシュ・フロー △280,915 △133,274
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

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 △212,844 △212,844

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △8,935 △15,628

配当金の支払額 △84,931 △83,677

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 △306,905 △312,149

現金及び現金同等物に係る換算差額 △17,630 △519

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △522,125 722,011

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期末残高 ※1  2,189,955 ※1  2,911,967
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    該当事項はありません。 

（５）継続企業の前提に関する注記
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（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数：６社

連結子会社名

アトムサポート（株）

（株）アブス

アトム機械サービス（株）

アトムテクノス（株）

阿童木(廊坊)塗料有限公司

阿童木(無錫)塗料有限公司

(1) 連結子会社の数：６社

連結子会社名

同左

(2) 非連結子会社の名称

 該当事項はありません。

(2) 非連結子会社の名称

同左

２ 持分法の適用に関する事

項

持分法を適用していない非連結子会社

 該当事項はありません。

持分法を適用していない非連結子会社

同左

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社のうち、阿童木(廊坊)塗料

有限公司及び阿童木(無錫)塗料有限公

司の決算日は、12月31日です。連結財

務諸表の作成に当たっては、決算日現

在の財務諸表を使用しています。ただ

し、連結決算日との間に生じた重要な

取引については、連結上必要な調整を

行っています。 

その他の連結子会社の決算日は、親会

社と同一です。

同左

４ 会計処理基準に関する事

項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法

① 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づ

く時価法

(評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原

価は総平均法により算定)

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法

① 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの 

 総平均法による原価法

時価のないもの

同左

② たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな

卸資産の評価については、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の

低下に基づく簿価切下げの方

法）により算定しています。施

工関係（未成工事支出金）につ

いては個別法による原価法によ

り算定しています。

② たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな

卸資産の評価については、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の

低下に基づく簿価切下げの方

法）により算定しています。施

工関係（未成工事支出金）につ

いては個別法による原価法（貸

借対照表価額については収益の

低下に基づく簿価切下げの方

法）により算定しています。
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

（会計方針の変更）
当連結会計年度より「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日公表分）を適用していま

す。 

これにより、営業損失、経常損

失及び税金等調整前当期純損失

は、それぞれ26,953千円増加し

ています。 

なお、セグメント情報に与える

影響は、当該箇所に記載してい

ます。

（会計方針の変更）
国内連結子会社アトムサポート

(株)は、前連結会計年度まで、

広告宣伝用販促印刷物の期末在

庫をたな卸資産として計上して

いましたが、当連結会計年度よ

りこれを費用処理する方法に変

更しています。この変更は金額

的重要性も考慮の上、親会社の

会計処理との統一を更に徹底す

るために行ったものです。 

これにより、営業利益、経常利

益及び税金等調整前当期純利益

は、それぞれ8,346千円減少し

ています。 

なお、セグメント情報に与える

影響は、当該箇所に記載してい

ます。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

① 有形固定資産（リース資産を除

く）

当社及び国内連結子会社は、定

率法を採用し、阿童木(廊坊)塗

料有限公司及び阿童木(無錫)塗

料有限公司は所在国の会計基準

に基づく定額法を採用していま

す。

ただし、当社及び国内連結子会

社は、平成10年４月１日以降に

取得した建物(建物附属設備を

除く)については、定額法を採

用しています。

なお、主な耐用年数は次のとお

りです。

建物及び構築物  ３年～50年

機械装置及び運搬具２年～12年

（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

第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

見直しを行っています。

これにより、当連結会計年度の

営業損失、経常損失及び税金等

調整前当期純損失は、それぞれ

6,747千円増加しています。

なお、セグメント情報に与える

影響は、当該箇所に記載してい

ます。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

① 有形固定資産（リース資産を除

く）

同左

─────
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

② 無形固定資産（リース資産除

く）

当社及び国内連結子会社は、定

額法を採用しています。

なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用

可能期間(５年)に基づく定額法

を採用しています。

また、阿童木(廊坊)塗料有限公

司及び阿童木(無錫)塗料有限公

司は所在国の会計基準に基づく

定額法を採用しています。

② 無形固定資産（リース資産除

く）

同左

③ リース資産 

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

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

しています。 

なお、リース取引会計基準の改

正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

引き続き採用しています。

③ リース資産 
同左

アトミクス株式会社（証券コード4625） 平成22年３月期　決算短信

- 19 -



項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

当社及び国内連結子会社は、売

掛債権等の貸倒による損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しています。ま

た、阿童木(廊坊)塗料有限公司

及び阿童木(無錫)塗料有限公司

は主として特定の債権につい

て、回収不能見込額を計上して

います。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

同左

② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の

支払に充てるため、当連結会計

年度が負担すべき支給見込額を

計上しています。

② 賞与引当金

同左

③ 退職給付引当金

当社及び国内連結子会社は、従

業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職

給付債務の見込額に基づき、計

上しています。

数理計算上の差異は、各連結会

計年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間内の一定の

年数(５年)による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌

連結会計年度から費用処理する

こととしており、過去勤務債務

は、発生時に全額費用処理して

います。
─────

③ 退職給付引当金

同左

（会計方針の変更）
当連結会計年度から「退職給付

に係る会計基準」の一部改正

（その３）（企業会計基準第19

号 平成20年７月31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。

④ 役員退職慰労引当金

当社は、役員退職慰労金の支出

に備えるため、内規に基づく当

連結会計年度末要支給額を計上

しています。

④ 役員退職慰労引当金

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(4) 重要なヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、金利

スワップの想定元本、利息の受

払条件及び契約期間が金利変換

の対象となる負債とほぼ同一で

あるため、金利スワップを時価

評価せず、金銭の受払いの純額

等を対象となる負債の利息の調

整として処理しています(金利

スワップの特例処理)。

(4) 重要なヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法

同左

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……金利スワップ

ヘッジ対象……借入金

ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

ヘッジ方針

金利変動リスクを回避するため

にデリバティブ取引を利用する

ことを基本方針としています。

ヘッジ方針

同左

ヘッジの有効性評価の方法

全て特例処理によっているた

め、有効性の評価を省略してい

ます。

ヘッジの有効性評価の方法

同左

(5) 消費税等の会計処理

税抜方式によっています。

(5) 消費税等の会計処理

同左

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用してい

ます。

同左

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

該当事項はありません。 同左

７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなっていま

す。

同左
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（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

会計方針の変更

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

───── （工事契約に関する会計基準）

 当連結会計年度より「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、当連結会計年度の損益に与える影響はありま

せん。

（リース取引に関する会計基準） 

 当社及び国内連結子会社は、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いましたが、「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））を適用し、通常の売

買取引に係る会計処理によっています。  

 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

しています。  

 なお、リース取引開始日がリース会計基準適用開始

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

引き続き採用しています。これにより、当連結会計年

度の損益に与える影響はありません。

─────

（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） 

 当連結会計年度より、「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）を適用していま

す。これにより、当連結会計年度の損益に与える影響

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　決算短信

- 22 -



  

 
  

表示方法の変更

前連結会計年度
（自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日）

（連結貸借対照表）

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日

内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会

計年度において、「たな卸資産」として掲記されてい

たものは、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕

掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しています。

なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる

「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」

は、それぞれ1,167,924千円、543,185千円、196,434千

円です。 

（連結損益計算書）

前連結会計年度において、営業外収益の「その他」に

含めていました「受取保険金」は、営業外収益の総額の

100分の10を超えたため、当連結会計年度において区分

掲記することに変更しました。 

なお、前連結会計年度の営業外収益の「その他」に含ま

れる「受取保険金」は3,758千円です。

 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前連結会計年度において営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めていました「未成工事

受入金の増減額」は、重要性が増したため当連結会計

年度においては区分掲記することに変更しました。 

 なお、前連結会計年度の「未成工事受入金の増減

額」は△9,576千円です。 

─────
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（８）連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(平成22年３月31日)

―――――― ――――――

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

※１ 研究開発費の総額

一般管理費に含まれている研究開発費の総額は

209,787千円です。

※１ 研究開発費の総額

一般管理費に含まれている研究開発費の総額は

251,735千円です。

※２ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりです。

機械装置及び運搬具 42千円

その他 11千円

合計 54千円

 

※２ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりです。

機械装置及び運搬具 497千円

 

※３ 固定資産売却損の内訳は、次のとおりです。

その他 23千円
 

※３       ─────

 

※４ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりです。

建物及び構築物 2,567千円

機械装置及び運搬具 935千円

その他 1,169千円

合計 4,672千円
 

※４ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりです。

建物及び構築物 5,844千円

機械装置及び運搬具 2,164千円

その他 11,424千円

合計 19,433千円

 

※５ 減損損失

場所 用途 種類

秋田県秋田市 遊休資産 土地

東京都板橋区 遊休資産 電話加入権

当社グループは事業のセグメントを基に資産のグル

ーピングを行っています。遊休資産においては個別

資産ごとにグルーピングを行っています。 

当連結会計年度において、事業の用に供していない

遊休資産のうち、時価が著しく下落した資産グルー

プの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失（6,850千円）として特別損失に計上

しました。その内訳は、土地1,199千円、電話加入

権5,651千円です。 

なお、当資産グループの回収可能価額は、正味売却

価額により測定しています。正味売却価額は、土地

については固定資産税評価額等を基に算定した金額

により、電話加入権については取引事例等を勘案し

た金額により測定しています。

※５       ─────
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
注）普通株式の自己株式の株式数増加０千株は、単元未満株式の買取によるものです。 

  
２ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

 
  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
  

  
２ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度末 
株式数(千株)

当連結会計年度
増加株式数(千株)

当連結会計年度
減少株式数(千株)

当連結会計年度末
株式数(千株)

発行済株式

 普通株式 9,440 ― ― 9,440

合計 9,440 ― ― 9,440

自己株式

 普通株式 997 0 ― 997

合計 997 0 ― 997

(決議) 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 84,428 10 平成20年３月31日 平成20年６月30日

(決議) 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 84,420 利益剰余金 10 平成21年３月31日 平成21年６月29日

前連結会計年度末 
株式数(千株)

当連結会計年度
増加株式数(千株)

当連結会計年度
減少株式数(千株)

当連結会計年度末
株式数(千株)

発行済株式

 普通株式 9,440 ─ ─ 9,440

合計 9,440 ─ ─ 9,440

自己株式

 普通株式 997 ─ ─ 997

合計 997 ─ ─ 997

(決議) 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 84,420 10 平成21年３月31日 平成21年６月29日

(決議) 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月29日 
定時株主総会

普通株式 84,420 利益剰余金 10 平成22年３月31日 平成22年６月30日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

(平成21年３月31日現在)

現金及び預金勘定 2,189,955千円

現金及び現金同等物 2,189,955千円

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

(平成22年３月31日現在)

現金及び預金勘定 2,911,967千円

現金及び現金同等物 2,911,967千円
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近２連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次のとおりです。 

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  

 
  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

  

 
(注) １ 事業区分の方法 

事業は塗料の販売事業とそれに付帯する施工事業に区分しています。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

塗料販売事業 施工事業 計 消去又は全社 連結

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

10,118,218 670,036 10,788,254 ─ 10,788,254

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

81,175 ─ 81,175 (81,175) ─

計 10,199,393 670,036 10,869,429 (81,175) 10,788,254

営業費用 9,846,920 657,000 10,503,920 313,791 10,817,711

営業利益又は営業損
失（△）

352,473 13,036 365,509 (394,966) △29,456

Ⅱ 資産、減価償却費、減 
  損損失及び資本的支出

   資産 9,752,009 579,829 10,331,838 3,779,414 14,111,253

   減価償却費 311,670 3,970 315,640 18,667 334,307

   減損損失 ─ ─ ─ 6,850 6,850

   資本的支出 323,441 ─ 323,441 8,467 331,908

塗料販売事業 施工事業 計 消去又は全社 連結

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

9,813,591 845,874 10,659,465 ─ 10,659,465

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

43,563 ─ 43,563 (43,563) ─

計 9,857,154 845,874 10,703,029 (43,563) 10,659,465

営業費用 9,192,781 830,363 10,023,144 327,377 10,350,522

営業利益 664,373 15,511 679,884 (370,941) 308,943

Ⅱ 資産、減価償却費、減 
  損損失及び資本的支出

   資産 9,459,603 428,073 9,887,676 4,202,008 14,089,684

   減価償却費 295,938 3,583 299,521 14,990 314,512

   減損損失 ─ ─ ─ ─ ─

   資本的支出 138,588 571 139,159 1,941 141,101
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２ 各区分に属する主要な製品 

 
３ 前連結会計年度及び当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費

用の金額は394,966千円及び370,941千円であり、その主なものは、当社の総務・経理部門等の管理部門に係

る費用です。 

４ 前連結会計年度及び当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、

3,779,414千円及び4,202,008千円であり、その主なものは、当社での余資運用資金(現金及び有価証券)、長

期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等です。 

５ 会計方針の変更 

(前連結会計年度) 

(1)「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４（1）②に記載のとおり、当連結会計年度より、

「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）を適用しています。こ

の変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて塗料販売事業の営業費用が26,953千円増加し、営業利益

が同額減少しています。  

(当連結会計年度) 

(1)「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４（1）②に記載のとおり、当連結会計年度より、国

内連結子会社アトムサポート㈱において、前連結会計年度まで広告宣伝用販促印刷物の期末在庫を、たな

卸資産として計上していましたが、当連結会計年度より費用処理に変更しています。この変更に伴い、従

来の方法によった場合に比べて塗料販売事業の営業費用が8,346千円増加し、営業利益が同額減少してい

ます。  

  

６ 追加情報 

(前連結会計年度) 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４（2）①に記載のとおり、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

います。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べて、営業費用は「塗料販売事業」が6,525千円、「施工

事業」が221千円増加し、「塗料販売事業」「施工事業」の営業利益がそれぞれ同額減少しています。 

  

事業区分 主要製品

塗料販売事業 合成樹脂溶剤系塗料、粉体塗料、合成樹脂水系塗料、シンナー

施工事業
路面標示工事、床塗装工事
コンクリート構造物の補強・補修工事

アトミクス株式会社（証券コード4625） 平成22年３月期　決算短信

- 28 -



前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合

計額に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しています。

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合

計額に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しています。

  

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しています。 

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しています。 

  

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 
  
(注) １ 減損の実施状況 

(前連結会計年度) 

当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について34,977千円減損処理を行っていま

す。 

(当連結会計年度) 

該当事項はありません。   

  

２ 減損の基準 

減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行

い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額に

ついて減損処理を行うこととしています。 

  

２ 前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 
  

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 
  
(注) 減損の実施状況 

(前連結会計年度) 

該当事項はありません。 

(当連結会計年度) 

該当事項はありません。 

  

４ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

該当事項はありません。 

  

(有価証券関係)

種類

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(平成22年３月31日)

取得原価
(千円)

連結貸借
対照表計上額

(千円)

差額
(千円)

取得原価
(千円)

連結貸借 
対照表計上額 

(千円)

差額
(千円)

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えるもの

株式 183,280 240,690 57,410 195,259 269,861 74,602

債券 ― ― ― ― ― ―

その他 ― ― ― ― ― ―

小計 183,280 240,690 57,410 195,259 269,861 74,602

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えないもの

株式 49,234 42,094 △7,140 16,903 15,450 △1,452

債券 ― ― ― ─ ─ ─

その他 ― ― ― ─ ─ ─

小計 49,234 42,094 △7,140 16,903 15,450 △1,452

合計 232,514 282,784 50,269 212,162 285,312 73,150

前連結会計年度(平成21年３月31日) 当連結会計年度(平成22年３月31日)

売却額 
(千円)

売却益の合計 
(千円)

売却損の合計
(千円)

売却額
(千円)

売却益の合計 
(千円)

売却損の合計
(千円)

─ ― ─ 35,678 10,501 ─

前連結会計年度(平成21年３月31日) 当連結会計年度(平成22年３月31日)

連結貸借対照表計上額(千円) 連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

非上場株式 37,410 37,410
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１ 採用している退職給付制度の概要 

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

提出会社(当社)は、確定給付型の制度として退職一時金制度を採用し、確定拠出型の制度として確

定拠出年金制度を採用しています。 

当連結会計年度末現在、確定拠出年金制度を当社及び国内連結子会社１社が採用しており、退職一

時金制度については当社及び国内連結子会社すべてが採用しており、厚生年金基金制度は国内連結子

会社１社のみが採用しています。 

なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は次のとおりで

す。 

(1) 制度全体の積立状況に関する事項(平成20年３月31日現在) 

 
(2) 制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合(平成20年３月31日現在)  0.12％ 

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

提出会社(当社)は、確定給付型の制度として退職一時金制度を採用し、確定拠出型の制度として確

定拠出年金制度を採用しています。 

当連結会計年度末現在、確定拠出年金制度を当社及び国内連結子会社１社が採用しており、退職一

時金制度については当社及び国内連結子会社すべてが採用しており、厚生年金基金制度は国内連結子

会社１社のみが採用しています。 

なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は次のとおりで

す。 

(1) 制度全体の積立状況に関する事項(平成21年３月31日現在) 

 
(2) 制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合(平成21年３月31日現在)  0.16％ 

  

(退職給付関係)

年金資産の額 68,830百万円

年金財政計算上の給付債務の額 75,058百万円

差引額 △6,228百万円

年金資産の額 53,244百万円

年金財政計算上の給付債務の額 63,600百万円

差引額 △10,356百万円
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２ 退職給付債務に関する事項 

 
(注) １ 国内連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しています。 

２ 上記の金額には、厚生年金基金(総合設立)は含まれていません。 

なお、前連結会計年度及び当連結会計年度における厚生年金基金の給与総額等の割合により計算される

当社グループの年金資産の額は、それぞれ82,596千円（平成20年３月31日現在）及び85,190千円（平成

21年３月31日現在）です。 

  

３ 退職給付費用に関する事項 

 
(注) １ 簡便法を採用している国内連結子会社の退職給付費用は、勤務費用に含めて記載しています。 

２ 厚生年金基金(総合設立)への拠出金(従業員拠出分を除く)は、勤務費用に含めて記載しています。 

３ 「(6)その他」は、確定拠出年金への掛金支払額です。 

  

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日現在)

当連結会計年度
(平成22年３月31日現在)

(1) 退職給付債務 △278,188 △263,181

(2) 年金資産 ─ ─

(3) 未積立退職給付債務((1)＋(2)) △278,188 △263,181

(4) 未認識数理計算上の差異 5,663 △1,066

(5) 未認識過去勤務債務 ─ ─

(6) 連結貸借対照表計上額純額((3)＋(4)＋(5)) △272,525 △264,248

(7) 前払年金費用 ─ ─

(8) 退職給付引当金((6)－(7)) △272,525 △264,248

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(1) 勤務費用 (注)１，２ 28,508 25,867

(2) 利息費用 4,634 4,756

(3) 期待運用収益 ─ ─

(4) 数理計算上の差異の費用処理額 1,648 1,851

(5) 過去勤務債務の費用処理額 ─ ─

(6) その他 (注)３ 30,066 28,867

(7) 退職給付費用 64,859 61,342
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４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 
  

前連結会計年度 
(平成21年３月31日現在)

当連結会計年度 
(平成22年３月31日現在)

(1) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左

(2) 割引率 2.0％ 2.0％

(3) 過去勤務債務の額の処理年数 発生連結会計年度におい
て一括費用処理しており
ます。

同左

(4) 数理計算上の差異の処理年数 ５年 同左

(各連結会計年度の発生時
における従業員の平均残
存勤務期間内の一定の年
数による定額法により按
分した額をそれぞれ発生
の翌連結会計年度から費
用処理することとしてお
ります。)
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(注) １ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

 
２ １株当たり当期純利益金額及び１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 
１株当たり純資産額 1,052円26銭 １株当たり純資産額 1,064円66銭

 
１株当たり当期純損失金額 15円33銭

 
１株当たり当期純利益金額 18円76銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載していません。

なお、潜在株式調整後１株当たり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いません。

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 8,883,239 8,987,914

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) ― ─

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 8,883,239 8,987,914

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の
普通株式の数(千株)

8,442 8,442

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当期純利益及び純損失(△)(千円) △129,418 158,340

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ─

普通株式に係る当期純利益及び純損失(△)(千円) △129,418 158,340

期中平均株式数(千株) 8,442 8,442
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該当事項はありません。 

  

リース取引、関連当事者情報、税効果会計、金融商品会計、デリバティブ取引、ストック・オプショ

ン等、企業結合等、賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大き

くないと考えられるため開示を省略しています。 

(重要な後発事象)

(開示の省略）
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5.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,740,526 2,167,061

受取手形 2,046,694 1,893,064

売掛金 2,383,431 2,219,122

商品及び製品 853,205 752,687

仕掛品 176,393 150,267

原材料及び貯蔵品 333,367 333,350

前払費用 2,969 2,809

繰延税金資産 108,656 160,546

短期貸付金 189,128 248,792

その他 6,313 13,840

貸倒引当金 △120,735 △109,756

流動資産合計 7,719,952 7,831,786

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,267,324 3,267,873

減価償却累計額 △2,459,502 △2,520,138

建物（純額） 807,822 747,735

構築物 561,095 538,330

減価償却累計額 △488,333 △482,017

構築物（純額） 72,762 56,313

機械及び装置 2,699,390 2,733,803

減価償却累計額 △2,401,325 △2,462,337

機械及び装置（純額） 298,064 271,466

車両運搬具 154,333 158,208

減価償却累計額 △133,619 △141,184

車両運搬具（純額） 20,714 17,023

工具、器具及び備品 508,480 507,487

減価償却累計額 △445,421 △448,800

工具、器具及び備品（純額） 63,059 58,686

土地 2,670,477 2,670,477

建設仮勘定 － 4,896

リース資産 50,428 54,885

減価償却累計額 △6,196 △17,362

リース資産（純額） 44,232 37,522

有形固定資産合計 3,977,132 3,864,122

無形固定資産   

借地権 7,200 7,200

ソフトウエア 79,167 46,471

リース資産 2,849 2,227

ソフトウエア仮勘定 － 20,616

施設利用権 1,332 1,332

無形固定資産合計 90,548 77,847
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 300,642 307,271

関係会社株式 79,240 79,240

出資金 80 80

関係会社出資金 1,240,587 735,551

関係会社長期貸付金 149,146 142,172

破産更生債権等 25,041 12,987

長期前払費用 3,270 10,456

繰延税金資産 115,704 102,634

保険積立金 125,073 135,293

その他 40,579 37,665

貸倒引当金 △48,978 △14,216

投資その他の資産合計 2,030,386 1,549,136

固定資産合計 6,098,068 5,491,106

資産合計 13,818,021 13,322,893

負債の部   

流動負債   

支払手形 2,172,515 1,899,553

買掛金 600,181 703,871

短期借入金 200,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 212,844 212,844

リース債務 11,493 12,580

未払金 164,077 170,959

未払費用 76,925 93,549

未払法人税等 16,724 202,362

未払消費税等 6,911 48,103

前受金 30,922 36,786

預り金 8,116 7,683

賞与引当金 109,891 212,131

設備関係支払手形 76,307 53,977

流動負債合計 3,686,911 3,854,403

固定負債   

長期借入金 686,468 473,624

リース債務 37,941 29,156

退職給付引当金 232,155 234,186

役員退職慰労引当金 120,603 116,051

固定負債合計 1,077,168 853,018

負債合計 4,764,079 4,707,422
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22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   

資本準備金 680,400 680,400

資本剰余金合計 680,400 680,400

利益剰余金   

利益準備金 260,000 260,000

その他利益剰余金   

別途積立金 7,164,153 7,164,153

繰越利益剰余金 257,190 △193,669

利益剰余金合計 7,681,344 7,230,484

自己株式 △380,175 △380,175

株主資本合計 9,021,568 8,570,708

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 32,373 44,761

評価・換算差額等合計 32,373 44,761

純資産合計 9,053,941 8,615,470

負債純資産合計 13,818,021 13,322,893
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

製品売上高 8,916,645 8,721,975

完成工事高 247,924 91,923

売上高合計 9,164,570 8,813,898

売上原価   

製品売上原価   

製品期首たな卸高 921,294 853,205

当期製品製造原価 5,346,860 4,918,213

当期製品仕入高 850,851 858,611

合計 7,119,007 6,630,030

製品期末たな卸高 853,205 752,687

製品売上原価 6,265,801 5,877,342

工事売上原価   

工事売上原価 239,496 86,544

売上原価合計 6,505,297 5,963,887

売上総利益 2,659,272 2,850,011

販売費及び一般管理費   

運賃 544,012 528,052

販売促進費 62,616 52,277

広告宣伝費 16,302 2,559

貸倒引当金繰入額 39,287 12,085

役員報酬 97,531 94,796

給料 648,532 644,145

退職給付費用 27,057 26,514

賞与引当金繰入額 56,308 108,725

法定福利費 103,186 104,010

福利厚生費 11,786 12,377

旅費及び交通費 163,039 140,269

賃借料 52,340 50,284

減価償却費 92,665 91,069

租税公課 40,266 45,573

研究開発費 203,968 241,111

その他 377,243 343,992

販売費及び一般管理費合計 2,536,144 2,497,845

営業利益 123,128 352,166
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 6,607 11,206

受取配当金 7,326 6,176

受取家賃 24,710 24,809

為替差益 8,946 －

その他 7,977 10,375

営業外収益合計 55,568 52,567

営業外費用   

支払利息 22,350 17,362

為替差損 － 5,576

その他 4 4

営業外費用合計 22,355 22,943

経常利益 156,341 381,790

特別利益   

投資有価証券売却益 － 10,210

貸倒引当金戻入額 4,848 42,803

特別利益合計 4,848 53,013

特別損失   

固定資産売却損 23 －

固定資産除却損 3,779 19,431

減損損失 6,850 －

投資有価証券評価損 34,977 0

関係会社株式評価損 28,760 －

関係会社出資金評価損 － 622,733

貸倒引当金繰入額 23,100 －

その他 124 －

特別損失合計 97,615 642,165

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 63,574 △207,361

法人税、住民税及び事業税 20,600 206,157

法人税等調整額 52,393 △47,079

法人税等合計 72,993 159,077

当期純損失（△） △9,418 △366,439
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,040,000 1,040,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,040,000 1,040,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 680,400 680,400

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 680,400 680,400

資本剰余金合計   

前期末残高 680,400 680,400

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 680,400 680,400

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 260,000 260,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 260,000 260,000

その他利益剰余金   

役員退職積立金   

前期末残高 89,317 －

当期変動額   

役員退職積立金の取崩 △89,317 －

当期変動額合計 △89,317 －

当期末残高 － －

別途積立金   

前期末残高 7,464,153 7,164,153

当期変動額   

別途積立金の取崩 △300,000 －

当期変動額合計 △300,000 －

当期末残高 7,164,153 7,164,153

繰越利益剰余金   

前期末残高 △38,279 257,190

当期変動額   

剰余金の配当 △84,428 △84,420

役員退職積立金の取崩 89,317 －

別途積立金の取崩 300,000 －

当期純損失（△） △9,418 △366,439

当期変動額合計 295,469 △450,859

当期末残高 257,190 △193,669
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 7,775,191 7,681,344

当期変動額   

剰余金の配当 △84,428 △84,420

役員退職積立金の取崩 － －

別途積立金の取崩 － －

当期純損失（△） △9,418 △366,439

当期変動額合計 △93,847 △450,859

当期末残高 7,681,344 7,230,484

自己株式   

前期末残高 △379,981 △380,175

当期変動額   

自己株式の取得 △194 －

当期変動額合計 △194 －

当期末残高 △380,175 △380,175

株主資本合計   

前期末残高 9,115,610 9,021,568

当期変動額   

剰余金の配当 △84,428 △84,420

当期純損失（△） △9,418 △366,439

自己株式の取得 △194 －

当期変動額合計 △94,041 △450,859

当期末残高 9,021,568 8,570,708

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 105,546 32,373

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △73,173 12,388

当期変動額合計 △73,173 12,388

当期末残高 32,373 44,761

評価・換算差額等合計   

前期末残高 105,546 32,373

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △73,173 12,388

当期変動額合計 △73,173 12,388

当期末残高 32,373 44,761

純資産合計   

前期末残高 9,221,157 9,053,941

当期変動額   

剰余金の配当 △84,428 △84,420

当期純損失（△） △9,418 △366,439

自己株式の取得 △194 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △73,173 12,388

当期変動額合計 △167,215 △438,471

当期末残高 9,053,941 8,615,470
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    該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記
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第63期定時株主総会（平成22年６月29日開催予定）の終結後に開催します取締役会で、下記のとお

り、取締役の異動を実施します。 

 ① 取締役の異動 

氏 名           新 役 職 名        旧 役 職 名  

喜 多 幸 一    常務取締役兼管理統括部長   取締役兼管理統括部長  

                兼海外事業担当      兼海外事業担当 

  

 ① 生産実績 

（単位：千円） 

 
（注）１．セグメント間取引については、相殺消去しています。 

２．生産実績は、販売価額で表示しています。 
３．金額には消費税は含まれていません。 
４．上記生産実績のほかに、次のとおり製品の仕入を行っています。 

なお、金額は仕入価額によっており、消費税は含まれていません。 
（単位：千円） 

   
 ② 受注状況 

当社グループの製品は、主として見込生産を行っています。 
なお、前連結会計年度及び当連結会計年度における施工事業の状況を示すと次のとおりです。 

（単位：千円） 

 
（注）１．セグメント間取引については、相殺消去しています。 

２．金額には消費税は含まれていません。 

６ その他

（１）役員の異動

（２） 生産、受注及び販売の状況

連結会計年度 前連結会計年度 当連結会計年度

（自 平成20年４月１日 （自 平成21年４月１日

   至 平成21年３月31日）    至 平成22年３月31日）

事業の種類別セグメント名称 金額 金額

塗料販売事業 8,398,390 8,084,167

施工事業 821,393 727,094

合計 9,219,784 8,811,262

連結会計年度 前連結会計年度 当連結会計年度

（自 平成20年４月１日 （自 平成21年４月１日

   至 平成21年３月31日）    至 平成22年３月31日）

事業の種類別セグメント名称 金額 金額

塗料販売事業 1,105,349 1,015,953

合計 1,105,349 1,015,953

連結会計年度 前連結会計年度 当連結会計年度

（自 平成20年４月１日 （自 平成21年４月１日

   至 平成21年３月31日）    至 平成22年３月31日）

  区分 金額 金額

 受注高 987,262 596,347

 受注残高 347,826 98,300
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 ③ 販売実績 

前連結会計年度及び当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、
次のとおりです。 

 
（注）１．セグメント間取引については、相殺消去しています。 

２．金額には消費税は含まれていません。 

連結会計年度 前連結会計年度 当連結会計年度

（自 平成20年４月１日 （自 平成21年４月１日

   至 平成21年３月31日）    至 平成22年３月31日）

事業の種類別セグメント名称 金額 金額

塗料販売事業 10,118,218 9,813,591

施工事業 670,036 845,874

合計 10,788,254 10,659,465
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