
平成24年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 

平成24年2月13日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 アテナ工業株式会社 上場取引所 大 
コード番号 7890 URL http://www.athena-kogyo.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 下野泰輔
問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理本部長兼総務部長 （氏名） 小木曽範夫 TEL 0575-24-2424
四半期報告書提出予定日 平成24年2月13日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成24年9月期第1四半期の業績（平成23年10月1日～平成23年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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9月期第1四半期 2,146 △5.7 21 31.6 24 25.3 △8 ―
23年9月期第1四半期 2,276 △2.8 16 △41.8 19 △43.6 10 △41.8

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9月期第1四半期 △0.88 ―
23年9月期第1四半期 1.09 ―

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

24年9月期第1四半期 10,412 6,143 59.0 645.13
23年9月期 10,670 6,198 58.1 650.90
（参考） 自己資本   24年9月期第1四半期  6,143百万円 23年9月期  6,198百万円

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9月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
24年9月期 ―
24年9月期（予想） 5.00 ― 5.00 10.00

3.  平成24年9月期の業績予想（平成23年10月1日～平成24年9月30日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 4,100 △6.6 50 30.1 60 39.2 31 115.4 3.26
通期 9,500 △4.9 300 13.4 330 14.8 170 11.5 17.85



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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9月期1Q 9,524,070 株 23年9月期 9,524,070 株
② 期末自己株式数 24年9月期1Q 1,270 株 23年9月期 1,270 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年9月期1Q 9,522,800 株 23年9月期1Q 9,523,018 株

※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報告書レビュー手続の対象外であり、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 
１．本資料に記載されている業績の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、
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については、2ページ【当
四半期決算に関する定性的情報】（3）業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響から持ち直しの動きが見られる一方で、欧州

の財政危機による世界経済への悪影響、長引く円高、株価低迷の長期化等により企業業績の悪化が懸念され、先行

き不透明な状況で推移いたしました。個人消費につきましても、長引く不況の影響を受け可処分所得が減少し、消

費者の節約志向は依然根強く、消費よりも貯蓄志向が高まる中、低価格競争が一層悪化し、厳しい環境下にありま

す。 

 プラスチック製食品包装容器業界におきましては、原油価格が高値圏で推移したことにより、原材料の調達コス

トが高止まり、反面、製品単価の適正水準への切り上げの進捗状況も厳しい状況となりました。 

 このような環境の中、当社では、食品業界に対してノウハウを活かした提案型営業の徹底、および消費者ニーズ

に応えるため、「安全・安心」をテーマに、より良い製品づくりを目指し、技術力、開発力をもとに同業他社との

差別化製品を開発し積極的な営業活動を展開してまいりました。 

 その結果、当第１四半期累計期間のおける経営成績は、売上高は2,146百万円（前年同期比5.7％減）、営業利益

は21百万円（前年同期比31.6％増）、経常利益は24百万円（前年同期比25.3％増）となりました。四半期純損失は

法人税率の変更等による影響で8百万円（前年同期は四半期純利益10百万円）となりました。 

 なお、当社は単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。  

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

（資産・負債及び純資産の状況） 

① 流動資産 

 当第１四半期会計期間末における流動資産の残高は5,708百万円（前事業年度末は5,842百万円）となり133百万

円減少いたしました。主な要因は、受取手形及び売掛金の減少によるものであります。 

② 固定資産 

 当第１四半期会計期間末における固定資産の残高は4,704百万円（前事業年度末は4,828百万円）となり123百万

円減少いたしました。主な要因は、減価償却による有形固定資産の減少によるものであります。 

③ 流動負債 

 当第１四半期会計期間末における流動負債の残高は3,857百万円（前事業年度末は4,069百万円）となり211百万

円減少いたしました。主な要因は、未払法人税等及び賞与引当金の減少によるものであります。 

④ 固定負債 

 当第１四半期会計期間末における固定負債の残高は411百万円（前事業年度末は402百万円）となり9百万円増加

いたしました。主な要因は、役員退職慰労引当金の増加によるものであります。 

⑤ 純資産 

 当第１四半期会計期間末における純資産の残高は6,143百万円（前事業年度末は6,198百万円）となり54百万円減

少いたしました。主な要因は、剰余金の配当によるものであります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成24年９月期の業績予想については、平成23年11月10日付「平成23年９月期決算短信」で発表しました業績予

想に変更はございません。  

 なお業績予想は、本資料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

後さまざまな要因によって予想数値と異なる場合があります。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。   

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。  

  

（３）表示方法の変更 

 従来、「販売費及び一般管理費」の「その他」に含めて計上しておりました販売手数料の一部を、当第１四半期

累計期間より売上高から控除し、「売上高」に含めて表示することに変更いたしました。 

 この変更は、当期に予定している新基幹システムの導入にあたり販売取引に係る販売手数料の内容を見直し、当

社の営業活動の実態をより適切に表示するために行ったものであります。 

 当該表示方法の変更を反映させるため、前第１四半期累計期間の四半期損益計算書において、「販売費及び一般

管理費」の「その他」に表示しておりました8,154千円を「売上高」に組み替えております。 

  

（４）追加情報 

①会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

 当第１四半期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）を適用しております。 

②法人税率の変更等による影響 

 「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律

第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」

（平成23年法律第117号）が、平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以降に開始する事業年度から法人

税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負

債の計算に使用する法定実効税率は従来の40.4％から、平成24年10月１日に開始する事業年度から平成26年10月１

日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については37.8％に、平成27年10月１日に開始する事業年度以

降に解消が見込まれる一時差異については35.4％となります。この税率変更により、繰延税金資産（繰延税金負債

を控除した金額）は14,955千円減少し、その他有価証券評価差額金が510千円、法人税等調整額は14,445千円それ

ぞれ増加しております。 

  

 該当事項はありません。  

  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４.四半期財務諸表 
(1)四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年９月30日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,353,170 2,386,202

受取手形及び売掛金 2,681,641 2,560,657

商品及び製品 482,174 466,787

仕掛品 65,284 77,976

原材料及び貯蔵品 170,163 136,332

その他 89,948 80,845

貸倒引当金 △340 △300

流動資産合計 5,842,043 5,708,502

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,084,264 1,095,670

機械装置及び運搬具（純額） 1,167,480 1,108,629

土地 971,260 971,260

その他（純額） 174,286 207,839

有形固定資産合計 3,397,291 3,383,399

無形固定資産 51,990 60,728

投資その他の資産   

投資有価証券 874,564 770,146

その他 564,993 550,577

貸倒引当金 △28,981 △28,981

投資損失引当金 △31,600 △31,600

投資その他の資産合計 1,378,976 1,260,142

固定資産合計 4,828,259 4,704,270

資産合計 10,670,303 10,412,772

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,632,267 2,608,792

短期借入金 800,000 800,000

未払法人税等 56,196 4,302

役員賞与引当金 21,400 －

賞与引当金 130,000 48,796

その他 429,661 395,936

流動負債合計 4,069,526 3,857,827

固定負債   

退職給付引当金 148,672 147,609

役員退職慰労引当金 253,760 258,230

その他 － 5,625

固定負債合計 402,432 411,464

負債合計 4,471,959 4,269,292
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年９月30日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,293,733 1,293,733

資本剰余金 1,322,776 1,322,776

利益剰余金 3,591,774 3,535,821

自己株式 △365 △365

株主資本合計 6,207,918 6,151,965

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △9,575 △8,485

評価・換算差額等合計 △9,575 △8,485

純資産合計 6,198,343 6,143,479

負債純資産合計 10,670,303 10,412,772
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(2)四半期損益計算書 
(第１四半期累計期間) 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 2,276,032 2,146,507

売上原価 1,904,812 1,812,372

売上総利益 371,219 334,134

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 53,205 48,420

賞与引当金繰入額 11,809 11,478

退職給付費用 1,360 1,598

役員退職慰労引当金繰入額 5,670 5,580

運賃 157,926 123,781

その他 125,096 122,011

販売費及び一般管理費合計 355,066 312,870

営業利益 16,152 21,264

営業外収益   

受取利息 1,267 1,105

受取配当金 708 1,025

受取手数料 205 195

為替差益 － 142

受取保険金 1,332 －

貸倒引当金戻入額 － 40

その他 1,571 1,451

営業外収益合計 5,086 3,960

営業外費用   

支払利息 1,692 1,021

為替差損 234 －

営業外費用合計 1,926 1,021

経常利益 19,312 24,202

特別利益   

貸倒引当金戻入額 10 －

特別利益合計 10 －

特別損失   

固定資産処分損 42 7

投資有価証券評価損 － 5,520

特別損失合計 42 5,527

税引前四半期純利益 19,279 18,675

法人税、住民税及び事業税 2,042 1,958

法人税等調整額 6,831 25,056

法人税等合計 8,873 27,014

四半期純利益又は四半期純損失（△） 10,405 △8,339
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 該当事項はありません。  

  

 当社は麺容器、弁当容器等のプラスチック製食品包装容器の製造販売事業の単一セグメントであるため記載を省

略しております。  

  

 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）セグメント情報等

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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   生産、受注及び販売の状況 

（１）生産実績 

（注）１．金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。 

    ２．千円未満の端数は切り捨てて表示しております。 

  

（２）受注実績  

 (注）１．金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。 

    ２．千円未満の端数は切り捨てて表示しております。 

  

（３）販売実績  

 (注）１．金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。 

    ２．千円未満の端数は切り捨てて表示しております。 

   

５．補足情報

品   目  

前第１四半期累計期間 

（自 平成22年10月１日  

至 平成22年12月31日）   

当第１四半期累計期間 

（自 平成23年10月１日  

至 平成23年12月31日）   

前年同期比

増減率  

（％） 
金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

  麺容器       1,380,502         60.0       1,047,292        48.9       △24.1

  弁当容器         213,866         9.3         272,342        12.7        27.3

  味噌・酒容器           77,640         3.4          83,267         3.9         7.2

  デリカ他容器         403,916        17.5         504,453        23.5        24.9

  その他          225,975         9.8         236,603        11.0         4.7

合   計       2,301,901       100.0       2,143,959        100.0       △6.9

品   目  

前第１四半期累計期間 

（自 平成22年10月１日  

至 平成22年12月31日）   

当第１四半期累計期間 

（自 平成23年10月１日  

至 平成23年12月31日）   

前年同期比

増減率  

（％） 
金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

  麺容器       1,233,242         57.6         984,446         49.0      △20.2

  弁当容器         204,556         9.5         260,018        13.0        27.1

  味噌・酒容器          83,019         3.9          75,192         3.7       △9.4

  デリカ他容器         390,535        18.2         463,301        23.1        18.6

  その他          231,684        10.8         224,564        11.2       △3.1

合   計       2,143,038       100.0       2,007,523       100.0       △6.3

品   目  

前第１四半期累計期間 

（自 平成22年10月１日  

至 平成22年12月31日）   

当第１四半期累計期間 

（自 平成23年10月１日  

至 平成23年12月31日）   

前年同期比

増減率  

（％） 
金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

  麺容器       1,332,511         58.6       1,043,046         48.6      △21.7

  弁当容器         239,995        10.5         298,887        13.9        24.5

  味噌・酒容器           83,853         3.7          84,169         3.9         0.4

  デリカ他容器         384,915        16.9         485,729        22.6        26.2

 その他          234,755        10.3         234,674        11.0       △0.0

合   計       2,276,032       100.0       2,146,507       100.0       △5.7
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