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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第3四半期 7,179 △1.2 40 △48.0 27 △65.7 △60 ―
22年3月期第3四半期 7,262 △2.0 76 ― 78 ― 18 ―

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

23年3月期第3四半期 △7.20 ―
22年3月期第3四半期 2.24 ―

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

23年3月期第3四半期 13,140 8,793 66.9 1,041.61
22年3月期 14,089 8,987 63.8 1,064.66

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  8,793百万円 22年3月期  8,987百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金
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

22年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
23年3月期 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想）
10.00 10.00

3.  平成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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 10,350 △2.9 240 △22.3 240 △23.0 70 △55.8 8.29



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の基準に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。  

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「その他の情報」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） 23年3月期3Q 9,440,000株 22年3月期  9,440,000株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  997,940株 22年3月期  997,940株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 8,442,060株 22年3月期3Q 8,442,060株
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1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

 

(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わが国経済は、政府の景気刺激策等により、一部に景気持ち直しの

兆しが見られたものの、厳しい雇用情勢やデフレの長期化、長引く円高による輸出への影響により

回復ペースが減速し、足踏み状態となっております。 

このような状況のもと、当社グループは市場の変化に対応するため、新分野・新規市場へのチャ

レンジをテーマに収益拡大とコスト削減に取り組んでまいりました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高 71 億 79 百万円（前年同期 売上高 72 億

62 百万円）、営業利益 40 百万円（同 営業利益 76 百万円）、経常利益 27 百万円（同 経常利益 78

百万円）、四半期純損失 60 百万円（同 四半期純利益 18 百万円）となりました。  

 

セグメント別の業績は次のとおりです。 

＜塗料販売事業＞  

  建築用では、設備投資に一部回復の兆しが現れ、前年に比べて床用塗料の出荷額が増加しました。

また、新製品の水性防水材による新規市場開拓が進展しました。また、家庭用塗料は夏の猛暑の影

響により出荷量が減少しました。道路用は、新規顧客、新規需要の開拓が順調に進んだものの、後

半に入って、官公庁工事の発注量減少の影響を受けました。 

 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 68 億 54 百万円（前年同期 売

上高 68 億 94 百万円）となりました。 

 

＜施工事業＞ 

  設備投資に改善の兆しが見られ、当社による工場床塗装工事の受注高は増加しましたが、官公庁

工事は依然減少傾向が続き、子会社の工事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 24 百万円（前年同期 売上高３

億 68 百万円）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 131 億 40 百万円（前連結会計年度末比９億 49 百万円減

少）となりました。これは主に、現金及び預金、受取手形及び売掛金の減少により、流動資産が７

億 54 百万円減少したことと、有形固定資産が１億 77 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負債は 43 億 47 百万円（同 ７億 54 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、未払法人税等、未払消費税等、賞与引当金の減少により流動負

債が６億 59 百万円減少したことと、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 87 億 93 百万円（同１億 94 百万円減少）となりました。

これは主に、四半期純損失と剰余金の配当により１億 45 百万円減少したことによるものです。 

 

  (3) 連結業績予想に関する定性的情報 

    企業の設備投資に回復の兆しが見られるものの、力強さは感じられません。また、不安定な為替

相場や厳しい雇用情勢による消費者マインドの冷え込み、官公庁工事の減少は今後も続くものと予

想されます。このような状況の下、将来の収益基盤を構築するため、建築用、家庭用、道路用、工

業用の各分野で、新分野・新規市場の開拓とコスト削減に徹底して取り組んでまいります。 

今後につきましては、官公庁工事の発注減による期末工事の受注高の減少と原材料価格の上昇に
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よる影響により、通期の連結業績予想（売上・利益）を下方修正し、売上高 103 億 50 百万円（前

連結会計年度 売上高 106 億 59 百万円）、営業利益２億 40 百万円（同 営業利益３億８ 百万円）、

経常利益２億 40 万円（同 経常利益３億 11 百万円）、当期純利益 70 百万円（同 当期純利益１億

58 百万円）を見込んでいます。 

    なお、この業績予想には、発表日現在（2011 年２月 10 日）において把握している阿童木(廊坊)

塗料有限公司の清算に伴う損失等の情報を含んでいます。今後、清算を進める過程で新たな損失等

が確認され、業績予想の修正が必要となる場合は、速やかにお知らせいたします。 

 

 

＜業績予想の修正について＞ 

平成 23 年３月期 通期 連結業績予想数値の修正（平成 22 年４月１日～平成 23 年３月 31 日） 

 売上高 

(百万円) 

営業利益 

   (百万円) 

経常利益 

(百万円) 

当期純利益 

 (百万円) 

１株当たり当期純利益

    円    銭

前回発表予想(Ａ) 10,560 260 260 70      8     29 

今回発表予想(Ｂ)   10,350     240    240     70      8     29 

増減額（Ｂ－Ａ）     △210      △20     △20         0 -    - 

増減率（％）    △2.0    △7.7   △7.7     0.0 -    - 

(ご参考) 

(平成 22 年３月期) 

 

10,659 

 

308 

 

311 

 

158 

 

    18     76 

 

平成 23 年３月期 通期 個別業績予想数値の修正（平成 22 年４月１日～平成 23 年３月 31 日） 

 売上高 

(百万円) 

営業利益 

   (百万円) 

経常利益 

(百万円) 

当期純利益 

 (百万円) 

１株当たり当期純利益

    円    銭

前回発表予想(Ａ) 8,990 300 320 50      5     92 

今回発表予想(Ｂ)    8,990    300    320      50      5     92 

増減額（Ｂ－Ａ）        0       0      0          0 -   - 

増減率（％）       0.0     0.0    0.0      0.0 -   - 

(ご参考) 

(平成 22 年３月期) 

 

8,813 

 

352 

 

381 

 

△366 

 

△43     41 
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該当事項はありません。 

  

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います。 

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。 

  

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年

３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20

年３月31日）を適用しています。 

 これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ1,676千円減少し、税金等調整前四半期純損失は、

24,614千円増加しています。また、当会計基準の適用開始による資産除去債務の変動額は37,307千円で

す。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,617,269 2,911,967

受取手形及び売掛金 3,743,812 4,328,178

商品及び製品 905,984 914,215

仕掛品 260,068 203,339

原材料及び貯蔵品 471,616 454,755

その他 246,995 196,659

貸倒引当金 △122,325 △131,326

流動資産合計 8,123,419 8,877,788

固定資産

有形固定資産

土地 2,744,050 2,744,050

その他（純額） 1,502,057 1,679,902

有形固定資産合計 4,246,108 4,423,952

無形固定資産 141,143 158,102

投資その他の資産 629,738 629,840

固定資産合計 5,016,989 5,211,896

資産合計 13,140,409 14,089,684

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,575,379 2,832,467

短期借入金 405,344 412,844

未払法人税等 11,220 206,567

引当金 85,272 227,456

その他 472,114 529,532

流動負債合計 3,549,330 4,208,867

固定負債

長期借入金 321,491 473,624

退職給付引当金 262,478 264,248

引当金 124,037 116,051

資産除去債務 37,709 －

その他 52,019 38,979

固定負債合計 797,736 892,903

負債合計 4,347,067 5,101,770
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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 680,400 680,400

利益剰余金 7,465,188 7,610,377

自己株式 △380,175 △380,175

株主資本合計 8,805,412 8,950,601

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 30,667 43,308

為替換算調整勘定 △42,738 △5,995

評価・換算差額等合計 △12,070 37,313

純資産合計 8,793,341 8,987,914

負債純資産合計 13,140,409 14,089,684
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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)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年12月31日)

売上高 7,262,886 7,179,092

売上原価 4,971,097 4,968,593

売上総利益 2,291,788 2,210,499

販売費及び一般管理費 2,214,890 2,170,493

営業利益 76,898 40,006

営業外収益

受取利息 3,466 185

受取配当金 5,896 4,915

受取保険金 4,799 5,364

その他 7,178 7,665

営業外収益合計 21,341 18,131

営業外費用

支払利息 13,904 10,656

為替差損 5,440 20,455

その他 2 －

営業外費用合計 19,346 31,112

経常利益 78,892 27,025

特別利益

固定資産売却益 495 －

貸倒引当金戻入額 12,989 47,867

投資有価証券売却益 10,210 －

特別利益合計 23,696 47,867

特別損失

固定資産売却損 － 67

固定資産除却損 19,331 6,791

減損損失 － 60,692

たな卸資産評価損 － 25,343

貸倒引当金繰入額 － 40,052

整理損失引当金繰入額 － 14,325

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 22,937

リース解約損 － 269

特別損失合計 19,331 170,479

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

83,257 △95,585

法人税、住民税及び事業税 42,497 20,855

法人税等調整額 21,879 △55,673

法人税等合計 64,377 △34,817

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △60,768

四半期純利益又は四半期純損失（△） 18,879 △60,768

アトミクス株式会社（4625） 平成23年３月期第３四半期決算短信

－　7　－



(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

83,257 △95,585

減価償却費 232,218 219,513

減損損失 － 60,692

賞与引当金の増減額（△は減少） △56,127 △142,444

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,722 △1,769

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △7,160 7,986

貸倒引当金の増減額（△は減少） △18,012 △37,362

整理損失引当金の増減額（△は減少） － 274

受取利息及び受取配当金 △9,363 △5,101

支払利息 13,904 10,656

為替差損益（△は益） 4,006 9,145

リース解約損 － 269

有形固定資産売却損益（△は益） △495 67

固定資産除却損 19,331 6,791

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △10,210 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 22,937

売上債権の増減額（△は増加） 874,382 605,204

たな卸資産の増減額（△は増加） 14,813 △71,605

仕入債務の増減額（△は減少） △440,561 △238,973

その他 △14,485 △42,026

小計 679,775 308,667

利息及び配当金の受取額 9,363 5,101

利息の支払額 △13,828 △10,855

法人税等の支払額 △27,758 △211,223

営業活動によるキャッシュ・フロー 647,551 91,690

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 △92,190 △81,499

有形固定資産の売却による収入 1,001 398

有形固定資産の除却による支出 － △5,108

無形固定資産の取得による支出 △5,631 △24,241

投資有価証券の取得による支出 △3,923 △3,594

投資有価証券の売却による収入 27,097 8,487

その他 △12,189 △2,227

投資活動によるキャッシュ・フロー △85,837 △107,785
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12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 △159,633 △159,633

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △11,670 △14,936

配当金の支払額 △83,622 △82,869

財務活動によるキャッシュ・フロー △254,926 △257,439

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,470 △21,164

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 303,317 △294,698

現金及び現金同等物の期首残高 2,189,955 2,911,967

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,493,272 2,617,269
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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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