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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第３四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28年12月31日）

（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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年３月期第３四半期 7,394 △4.6 233 79.9 216 58.8 534 ―

28年３月期第３四半期 7,753 △2.9 129 △12.2 136 △35.3 △190 ―
(注) 包括利益 29年３月期第３四半期 572百万円( ―％) 28年３月期第３四半期 △221百万円( ―％)
3

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

29年３月期第３四半期 85.59 ―

28年３月期第３四半期 △30.49 ―
　　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

29年３月期第３四半期 13,811 9,068 65.7

28年３月期 14,226 8,590 60.4
(参考) 自己資本 29年３月期第３四半期 9,068百万円 28年３月期 8,590百万円
　　　

２．配当の状況

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

28年３月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00

29年３月期 ― 0.00 ―

29年３月期(予想) 15.00 15.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　　

３．平成29年３月期の連結業績予想（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 11,100 △2.3 490 28.7 470 30.1 640 ― 102.51
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 －社（社名） － 、除外 －社（社名） －
　　

（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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

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
　　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 29年３月期３Ｑ 7,242,000株 28年３月期 7,242,000株

② 期末自己株式数 29年３月期３Ｑ 996,314株 28年３月期 999,014株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期３Ｑ 6,243,780株 28年３月期３Ｑ 6,242,180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レビューの対象外であり、この四半期決算短信の開示時
点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続きが実施中です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
・本資料に記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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、添付資料２ページ「1.当四半期決算に関する定性的情報(３)連結業績予想などの将
来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の景気対策の継続などにより緩やかな回

復基調が続いているものの、民間設備投資や個人消費の動きは停滞感から脱しておらず、また、新

興国経済の減速や米国大統領選挙以降の短期間における急激な為替や株価の変動などにより、景気

の先行きは依然として不透明な状況が続いています。

このような状況の下、当社グループは顧客志向をより徹底し、環境負荷の少ない水性床用塗料の

開発などをさらに進め「お客様のお困りごとを、いち早く解決する製品とサービスを提供する」こ

とで市場の拡大を目指してきました。また、関連する展示会等に積極的に出展するとともに、媒体

を利用したＰＲにも努めてきました。なお、平成27年８月17日に解散及び清算の決議をしました阿

童木（無錫）塗料有限公司につきましては現在処理を進めている状況です。

この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高73億94百万円（前年同期 売上高77億53

百万円）、営業利益２億33百万円（同 営業利益１億29百万円）、経常利益２億16百万円（同 経

常利益１億36百万円）、親会社株主に帰属する四半期純利益５億34百万円（同 親会社株主に帰属

する四半期純損失１億90百万円）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＞

床用塗料においては、連結子会社の阿童木（無錫）塗料有限公司の清算により売上が減少したこ

と、また工場ユーザーの設備投資の小型化と物件数が減少したことにより前年を下回りました。建

築用塗料においては、屋根で大型案件を獲得しましたが天候不順などの影響が響き前年を下回りま

した。家庭用塗料においては、インターネット通販による販売チャネルの拡充に取り組んでいます

が個人消費がいまだ低迷しているため前年を下回りました。道路用塗料においては、連結子会社の

阿童木（無錫）塗料有限公司の清算により売上が減少しましたが、インフラ補修関連製品のはく落

防止材が順調に伸長したため前年を上回りました。

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と比べて２億85百万円

減少し、70億78百万円（前年同期比3.9％減）となりました。

＜施工事業＞

民間設備投資の停滞、官公庁の工事発注量の減少により、工事受注が進まず前年を下回りました。

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と比べて72百万円減少し、

３億16百万円（前年同期比18.7％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて４億14百万円減少し、138億

11百万円となりました。これは主に、現金及び預金で２億80百万円、投資その他の資産で４億49百

万円増加したものの、受取手形及び売掛金で12億６百万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、前連結会計年度末に比べて８億91百万円減少し、47億43

百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金で３億53百万円、未払法人税等で１億５百

万円、賞与引当金で１億57百万円、整理損失引当金で１億34百万円、長期借入金で１億９百万円減

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、前連結会計年度末に比べて４億77百万円増加し、90億

68百万円となりました。これは主に、利益剰余金で４億37百万円増加したためです。

　

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年３月期の連結業績予想については、平成28年11月14日に公表しました連結業績予想に変

更はありません。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。なお、当社は、平成27年８月17日付で阿童木（無錫）塗料有限公司の

解散及び清算の決議をし、現在清算手続中です。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（税金費用の計算）

一部の連結子会社における税金費用については、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。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　（会計方針の変更）

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法

の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期連結会

計期間から適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法

を定率法から定額法に変更しています。

　なお、当第３四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表への損益に与える影響は軽微で

す。

決算短信（宝印刷） 2017年02月06日 13時33分 5ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



アトミクス株式会社(4625) 平成29年３月期 第３四半期決算短信

― 4 ―

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28年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,340,615 2,621,352

受取手形及び売掛金 4,331,706 3,125,546

電子記録債権 464,992 498,908

商品及び製品 1,034,047 1,000,080

仕掛品 188,307 379,198

原材料及び貯蔵品 461,050 489,013

その他 112,666 87,222

貸倒引当金 △51,058 △41,657

流動資産合計 8,882,327 8,159,665

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,386,824 1,290,742

土地 2,585,440 2,585,305

その他（純額） 495,219 451,449

有形固定資産合計 4,467,484 4,327,497

無形固定資産 230,069 228,412

投資その他の資産 646,184 1,096,149

固定資産合計 5,343,738 5,652,058

資産合計 14,226,066 13,811,724

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,073,762 1,719,790

電子記録債務 811,360 780,828

短期借入金 345,820 345,820

未払法人税等 151,339 46,302

賞与引当金 231,521 73,853

整理損失引当金 176,435 42,272

クレーム費用引当金 － 76,454

その他 663,113 517,994

流動負債合計 4,453,353 3,603,315

固定負債

長期借入金 747,740 638,375

役員退職慰労引当金 62,136 72,079

株式給付引当金 15,383 26,310

退職給付に係る負債 276,232 278,199

資産除去債務 40,612 41,051

その他 40,009 84,354

固定負債合計 1,182,113 1,140,370

負債合計 5,635,467 4,743,686
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28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 692,570 692,570

利益剰余金 7,013,199 7,451,180

自己株式 △405,780 △404,541

株主資本合計 8,339,989 8,779,208

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 185,176 220,060

為替換算調整勘定 75,430 76,421

退職給付に係る調整累計額 △9,996 △7,652

その他の包括利益累計額合計 250,610 288,828

純資産合計 8,590,599 9,068,037

負債純資産合計 14,226,066 13,811,724
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（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27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

売上高

商品及び製品売上高 7,364,456 7,078,629

工事売上高 388,781 316,014

売上高合計 7,753,237 7,394,644

売上原価

商品及び製品売上原価 5,073,968 4,746,267

工事売上原価 331,474 268,090

売上原価合計 5,405,443 5,014,358

売上総利益 2,347,794 2,380,285

販売費及び一般管理費 2,217,895 2,146,582

営業利益 129,899 233,703

営業外収益

受取利息 483 61

受取配当金 6,628 8,289

受取保険金 4,785 613

その他 7,503 7,401

営業外収益合計 19,401 16,367

営業外費用

支払利息 9,486 8,075

為替差損 3,752 25,900

その他 － 17

営業外費用合計 13,239 33,993

経常利益 136,061 216,077

特別利益

固定資産売却益 26,488 －

投資有価証券売却益 6,453 0

役員退職慰労引当金戻入額 1,782 －

特別利益合計 34,723 0

特別損失

固定資産売却損 33,323 85

固定資産除却損 2,577 178

固定資産返還損 － 250

整理損失引当金繰入額 231,368 16,123

特別損失合計 267,269 16,637

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（△）

△96,483 199,440

法人税、住民税及び事業税 64,000 56,426

法人税等調整額 29,864 △391,407

法人税等合計 93,864 △334,981

四半期純利益又は四半期純損失（△） △190,348 534,421

（内訳）

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会
社株主に帰属する四半期純損失（△）

△190,348 534,421

非支配株主に帰属する四半期純利益 － －
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(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 5,451 34,884

為替換算調整勘定 △37,979 990

退職給付に係る調整額 1,271 2,343

その他の包括利益合計 △31,256 38,218

四半期包括利益 △221,604 572,639

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △221,604 572,639

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　該当事項はありません。
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