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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第3四半期 6,900 △3.9 69 72.6 60 124.4 △26 ―
23年3月期第3四半期 7,179 △1.2 40 △48.0 27 △65.7 △60 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △32百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △110百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 △3.13 ―
23年3月期第3四半期 △7.20 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 13,077 8,751 66.9
23年3月期 13,518 8,867 65.6
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  8,751百万円 23年3月期  8,867百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
24年3月期 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 10.00 10.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 10,560 4.2 240 15.8 240 23.1 90 332.7 10.66



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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前提に基づいており、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「（3）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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 9,440,000 株 23年3月期 9,440,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 997,940 株 23年3月期 997,940 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 8,442,060 株 23年3月期3Q 8,442,060 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災によって停滞していた企業の生産活動

や個人消費に緩やかな回復の兆しが現れてきましたが、円高の影響や欧州の金融危機により、依然として

先行きが不透明な状況にあります。 

  このような環境の下、当社グループでは、原材料の見直しによる製品の安定供給に努めるとともに、機

能製品の拡販やコスト削減等による収益構造の改善に取り組んでまいりました。しかし、公共投資や民間

設備投資が控えられるなど厳しい状況が続いています。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高69億円（前年同期 売上高71億79百万円）、営

業利益69百万円（同 営業利益40百万円）、経常利益60百万円（同 経常利益27百万円）、四半期純損失

26百万円（同 四半期純損失60百万円）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＞ 

家庭用は個人消費に回復の兆しが現れたことに加えて東北地方の復興需要の影響もあり出荷量が伸びま

した。しかし、建築用は設備投資に勢いがなく前年並みとなりました。また、道路用は官公庁の工事発注

が控えられた影響により出荷量が減少しました。 

 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前年同期間に比べて２億８百万円減少

し、66億45百万円（前年同期比3.0％減）となりました。 

  

＜施工事業＞ 

被災地以外の官公庁工事の発注が手控えられているため、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前年同期間に比べて69百万円減少し、２億

54百万円（同 21.5％減）となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は130億77百万円（前連結会計年度末比４億41百万円減少）とな

りました。これは主に流動資産の減少によるもので、商品及び製品と仕掛品で４億50百万円増加したもの

の、現金及び預金、受取手形及び売掛金で８億53百万円減少したためです。 

当第３四半期連結会計期間末の負債は43億25百万円（同 ３億24百万円減少）となりました。これは主

に、未成工事受入金（その他）で３億40百万円増加したものの、支払手形及び買掛金、未払法人税等、引

当金及び借入金で６億67百万円減少したためです。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産は87億51百万円（同 １億16百万円減少）となりました。これは

主に四半期純損失と利益剰余金からの配当で１億10百万円減少したためです。 

  

円高による輸出環境の悪化や不安定な原材料価格、年度末の公共工事の発注など、見通しが不透明な状

況にありますが、コスト削減と新規顧客の獲得に努めてまいります。当連結会計年度の業績につきまして

は平成23年11月8日に公表しましたとおり、連結売上高105億60百万円、連結営業利益２億40百万円、連結

経常利益２億40百万円、連結当期純利益90百万円と予想しています。 

 なお、今後の市況や業績動向等を踏まえ、修正が必要と判断された場合には、速やかにお知らせいたし

ます。 

１．当四半期決算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

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報

アトミクス株式会社（証券コード4625） 平成24年３月期第３四半期決算短信

－　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。 

  

該当事項はありません。 

  

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より「会計上の変

更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更

及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を

適用しています。 

  

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（３）追加情報

アトミクス株式会社（証券コード4625） 平成24年３月期第３四半期決算短信

－　3　－



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)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,762,679 2,427,660

受取手形及び売掛金 4,137,016 3,618,388

商品及び製品 850,348 972,536

仕掛品 222,352 550,298

原材料及び貯蔵品 512,488 568,530

その他 267,187 248,172

貸倒引当金 △141,300 △92,283

流動資産合計 8,610,771 8,293,302

固定資産

有形固定資産

土地 2,744,050 2,744,050

その他（純額） 1,434,754 1,336,389

有形固定資産合計 4,178,805 4,080,440

無形固定資産 141,805 121,262

投資その他の資産 587,033 582,170

固定資産合計 4,907,644 4,783,873

資産合計 13,518,416 13,077,175

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,801,690 2,489,483

短期借入金 387,844 342,844

未払法人税等 101,569 15,067

引当金 203,679 96,532

その他 390,038 713,493

流動負債合計 3,884,821 3,657,421

固定負債

長期借入金 285,780 178,647

退職給付引当金 264,928 265,452

引当金 126,727 116,974

資産除去債務 37,844 38,253

その他 50,430 69,069

固定負債合計 765,709 668,397

負債合計 4,650,530 4,325,818
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12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 7,546,757 7,435,852

自己株式 △380,175 △380,175

株主資本合計 8,886,981 8,776,076

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 34,420 35,869

為替換算調整勘定 △53,516 △60,588

その他の包括利益累計額合計 △19,096 △24,719

純資産合計 8,867,885 8,751,357

負債純資産合計 13,518,416 13,077,175

アトミクス株式会社（証券コード4625） 平成24年３月期第３四半期決算短信

－　5　－



（２）四半期連結損益及び包括利益計算書
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22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年12月31日)

売上高

商品及び製品売上高 6,854,574 6,645,988

工事売上高 324,518 254,628

売上高合計 7,179,092 6,900,616

売上原価

商品及び製品売上原価 4,637,129 4,559,477

工事売上原価 331,463 222,503

売上原価合計 4,968,593 4,781,981

売上総利益 2,210,499 2,118,635

販売費及び一般管理費 2,170,493 2,049,591

営業利益 40,006 69,044

営業外収益

受取利息 185 243

受取配当金 4,915 5,278

受取家賃 3,420 3,497

受取保険金 5,364 －

その他 4,245 4,503

営業外収益合計 18,131 13,522

営業外費用

支払利息 10,656 7,246

為替差損 20,455 11,228

貸倒引当金繰入額 － 3,445

その他 － 5

営業外費用合計 31,112 21,925

経常利益 27,025 60,641

特別利益

貸倒引当金戻入額 47,867 －

特別利益合計 47,867 －

特別損失

固定資産売却損 67 －

固定資産除却損 6,791 782

減損損失 60,692 －

たな卸資産評価損 25,343 －

ゴルフ会員権評価損 － 1,350

貸倒引当金繰入額 40,052 －

整理損失引当金繰入額 14,325 －

リース解約損 269 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 22,937 －

特別損失合計 170,479 2,132

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（△）

△95,585 58,508

法人税、住民税及び事業税 20,855 22,409

法人税等調整額 △55,673 62,582

法人税等合計 △34,817 84,992

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △60,768 △26,484

四半期純損失（△） △60,768 △26,484
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(単位：千円)

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △60,768 △26,484

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △12,641 1,448

為替換算調整勘定 △36,743 △7,071

その他の包括利益合計 △49,384 △5,623

四半期包括利益 △110,152 △32,107

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △110,152 △32,107

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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