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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第65期
第２四半期
連結累計期間

第66期
第２四半期
連結累計期間

第65期

会計期間
自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日

自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日

自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日

売上高 (千円) 4,428,506 4,959,926 10,516,035

経常損益（△は損失） (千円) △19,382 81,076 344,402

四半期(当期)純損益
（△は損失）

(千円) △37,321 24,390 139,358

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △17,833 26,888 146,388

純資産額 (千円) 8,765,631 8,885,990 8,929,853

総資産額 (千円) 12,898,827 12,790,260 13,518,129

１株当たり四半期(当期)
純損益金額（△は損失）

(円) △4.42 2.88 16.50

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 68.0 69.5 66.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 136,996 355,623 △231,175

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △45,982 6,428 △34,369

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △213,435 △174,865 △303,154

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 2,615,398 2,381,444 2,196,902

　

回次
第65期
第２四半期
連結会計期間

第66期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自  平成23年７月１日
至  平成23年９月30日

自  平成24年７月１日
至  平成24年９月30日

１株当たり四半期純損益金額（△は損失） (円) △0.57 2.73

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成していますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

いません。

２．売上高には、消費税等は含まれていません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（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。

　

２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社、以下同じ）が営む事業の

内容について、重要な変更はありません。

主要な関係会社の異動については、次のとおりです。　

当第２四半期連結累計期間において、連結子会社であった阿童木（廊坊）塗料有限公司は平成24年５月

25日に清算結了したことにより、連結の範囲から除外しています。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等

又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したもので

す。

　
(１) 業績の状況

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要等を背景とした景気持ち

直しの動きがみられますが、長期化する円高、日中関係の悪化などにより先行きは不透明な状況が続いて

います。

このような状況の中、当社グループは市場の変化、地域別・顧客別のニーズに対応するため、新規流通

の開拓、既存製品の改良、新製品の開発及び上市に取り組んできました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高49億59百万円（前年同期　売上高44億28百万

円）、営業利益82百万円（同　営業損失10百万円）、経常利益81百万円（同　経常損失19百万円）、四半期

純利益24百万円（同　四半期純損失37百万円）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＞

建築用塗料及び床用塗料は、震災以降控えられていた設備投資に若干回復基調がみられるように

なったため、前年より出荷量を伸ばすことができました。道路用塗料は、西日本地区の低迷が続いてい

ますが、東北地方への出荷量は順調に推移しました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の塗料販売事業の売上高は前年同期に比べて４億40百万円増

加し、47億50百万円（前年同期比　10.2％増）となりました。

＜施工事業＞

前期末の仕掛工事が完成し、その売上を計上した影響と床塗装工事の受注が増加したことにより、当

第２四半期連結累計期間の施工事業の売上高は前年同期に比べて91百万円増加し、２億９百万円（同　

76.6％増）となりました。
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(２) 財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、127億90百万円（前連結会計年度末比７億27百万円減少）と

なりました。これは主に、現金及び預金で１億84百万円増加したものの、受取手形及び売掛金で８億11百

万円、保険積立金（投資その他の資産）で70百万円減少したためです。　

当第２四半期連結会計期間末の負債は39億４百万円（同　６億84百万円減少）となりました。これは主

に、支払手形及び買掛金で３億69百万円、未払法人税等で１億32百万円、引当金（流動負債）で88百万円、

長期借入金で71百万円減少したためです。

当第２四半期連結会計期間末の純資産は88億85百万円（同　43百万円減少）となりました。これは主

に、四半期純利益で24百万円増加したものの、配当により84百万円減少したためです。

　
(３)キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下、資金という）の残高は23億81百万円で、前

連結会計年度末より１億84百万円増加しました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりです。

①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３億55百万円（前年同四半期は、１億36百万円資金の獲得）となりま

した。これは主に、売上債権の減少、減価償却費により９億34百万円資金が増加し、仕入債務・賞与引当金

の減少及び法人税等の支払額により５億90百万円資金が減少したことによるものです。

②投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果、得られた資金は６百万円（同　45百万円使用）となりました。これは主に、保険積立金

の払戻による収入で１億円増加し、有形固定資産及び無形固定資産並びに投資有価証券の取得による支

出により94百万円使用したことによるものです。

③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１億74百万円（同　２億13百万円使用）となりました。これは主に長

期借入金の返済及びリース債務の返済による支出並びに配当金の支払により、１億74百万円を使用した

ことによるものです。

　

(４) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありませ

ん。

　

(５) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は１億円で、遮熱塗料などの機能製品の性能向上、防水

材の耐汚染性の向上、コーティング材の開発など全て塗料販売事業の研究開発に投入しました。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 30,000,000

計 30,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成24年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成24年11月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 9,440,000 9,440,000
大阪証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
（スタンダード）

単元株式数　1,000株

計 9,440,000 9,440,000― ―

(注)  

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成24年７月１日～
平成24年９月30日

― 9,440,000 ― 1,040,000 ― 680,400
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(6) 【大株主の状況】

　

平成24年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

西川不動産株式会社 東京都千代田区神田富山町18 3,178 33.66

アトミクス取引先持株会 東京都板橋区舟渡３―９―６ 1,216 12.88

東京中小企業投資育成株式会社 東京都渋谷区渋谷３―29―22 700 7.41

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海１―８―11 321 3.40

西　川　正　洋 神奈川県逗子市 280 2.97

アトミクス社員持株会 東京都板橋区舟渡３―９―６ 213 2.26

東洋テック株式会社 大阪府大阪市浪速区桜川１―７―18 126 1.33

関　原　眞　理　子 東京都板橋区 109 1.15

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口)

東京都港区浜松町２―11―３ 106 1.12

西　川　ル　ミ　子 東京都渋谷区 75 0.79

計 ――― 6,325 67.01

(注) １　所有株式数は、千株未満を切り捨てて記載しています。

２　所有株式数の割合は小数点以下第３位を切り捨てて記載しています。

３　上記のほか自己株式997千株（10.57％）を保有しています。

　

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成24年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 　997,000 ― 単元株式数　1,000株

完全議決権株式(その他) 普通株式 8,439,000 8,439 同上

単元未満株式 普通株式　 　4,000 ― ―

発行済株式総数 9,440,000― ―

総株主の議決権 ― 8,439 ―
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② 【自己株式等】

　 　 平成24年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

アトミクス株式会社 東京都板橋区舟渡３-９-６ 997,000― 997,000 10.56

計 ― 997,000― 997,000 10.56

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号)に基づいて作成しています。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成24年７月１日

から平成24年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24年９月30日まで)

に係る四半期連結財務諸表について、監査法人保森会計事務所による四半期レビューを受けています。
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１【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24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,196,902 2,381,444

受取手形及び売掛金 ※2
 4,724,184

※2
 3,912,799

商品及び製品 966,119 969,494

仕掛品 190,506 228,309

原材料及び貯蔵品 464,731 479,612

その他 266,558 194,531

貸倒引当金 △89,853 △81,588

流動資産合計 8,719,148 8,084,604

固定資産

有形固定資産

土地 2,744,050 2,744,050

その他（純額） 1,317,827 1,296,419

有形固定資産合計 4,061,877 4,040,470

無形固定資産 151,629 143,673

投資その他の資産 ※1
 585,472

※1
 521,512

固定資産合計 4,798,980 4,705,655

資産合計 13,518,129 12,790,260

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※2
 2,767,978

※2
 2,398,481

短期借入金 342,844 342,844

未払法人税等 152,908 20,426

引当金 212,253 123,435

その他 ※2
 475,085

※2
 447,245

流動負債合計 3,951,069 3,332,433

固定負債

長期借入金 142,936 71,514

退職給付引当金 268,425 271,443

引当金 119,177 120,992

資産除去債務 38,390 38,666

その他 68,277 69,219

固定負債合計 637,206 571,836

負債合計 4,588,275 3,904,269
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30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 7,601,695 7,541,665

自己株式 △380,175 △380,175

株主資本合計 8,941,920 8,881,889

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 43,996 33,696

為替換算調整勘定 △56,062 △29,596

その他の包括利益累計額合計 △12,066 4,100

純資産合計 8,929,853 8,885,990

負債純資産合計 13,518,129 12,790,260
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(2)【四半期連結損益及び包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

売上高

商品及び製品売上高 4,309,657 4,750,071

工事売上高 118,849 209,855

売上高合計 4,428,506 4,959,926

売上原価

商品及び製品売上原価 2,983,260 3,270,323

工事売上原価 104,648 197,085

売上原価合計 3,087,908 3,467,409

売上総利益 1,340,598 1,492,517

販売費及び一般管理費 ※1
 1,350,729

※1
 1,409,831

営業利益又は営業損失（△） △10,131 82,686

営業外収益

受取利息 182 76

受取配当金 3,087 3,250

受取家賃 2,330 1,873

その他 3,062 6,498

営業外収益合計 8,664 11,698

営業外費用

支払利息 5,187 3,440

為替差損 10,522 9,867

貸倒引当金繰入額 2,200 －

その他 5 －

営業外費用合計 17,916 13,308

経常利益又は経常損失（△） △19,382 81,076

特別利益

固定資産売却益 － 199

保険満期返戻金 － 29,323

特別利益合計 － 29,523

特別損失

固定資産売却損 － 240

固定資産除却損 589 1,195

子会社清算損 － 11,237

ゴルフ会員権評価損 1,100 －

リース解約損 － 2,710

特別損失合計 1,689 15,383

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（△）

△21,072 95,216

法人税、住民税及び事業税 14,444 16,794

法人税等調整額 1,804 54,031

法人税等合計 16,248 70,826

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△37,321 24,390

四半期純利益又は四半期純損失（△） △37,321 24,390
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△37,321 24,390

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 9,487 △10,299

為替換算調整勘定 10,000 12,797

その他の包括利益合計 19,487 2,498

四半期包括利益 △17,833 26,888

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △17,833 26,888

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30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（△）

△21,072 95,216

減価償却費 132,234 124,240

貸倒引当金の増減額（△は減少） △27,107 △6,456

賞与引当金の増減額（△は減少） △83,035 △73,308

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △11,955 1,814

退職給付引当金の増減額（△は減少） △838 3,018

整理損失引当金の増減額（△は減少） － △15,888

災害損失引当金の増減額（△は減少） △10,330 －

受取利息及び受取配当金 △3,270 △3,326

支払利息 5,187 3,440

為替差損益（△は益） 27,249 4,156

固定資産売却損益（△は益） － 40

固定資産除却損 589 1,195

ゴルフ会員権評価損 1,100 －

売上債権の増減額（△は増加） 817,568 809,863

たな卸資産の増減額（△は増加） △347,365 △54,930

仕入債務の増減額（△は減少） △400,938 △370,536

リース解約損 － 2,710

保険満期返戻金 － △29,323

その他 157,175 10,667

小計 235,191 502,592

利息及び配当金の受取額 3,270 3,326

利息の支払額 △5,486 △3,856

法人税等の支払額 △95,980 △146,440

営業活動によるキャッシュ・フロー 136,996 355,623

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 △30,274 △70,318

有形固定資産の売却による収入 － 420

無形固定資産の取得による支出 △9,000 △5,703

無形固定資産の売却による収入 － 92

投資有価証券の取得による支出 △2,546 △18,697

投資有価証券の売却による収入 － －

保険積立金の払戻による収入 － 100,286

その他 △4,162 348

投資活動によるキャッシュ・フロー △45,982 6,428
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30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 △116,422 △71,422

配当金の支払額 △83,265 △84,086

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △13,748 △19,356

財務活動によるキャッシュ・フロー △213,435 △174,865

現金及び現金同等物に係る換算差額 △24,857 △2,643

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △147,280 184,542

現金及び現金同等物の期首残高 2,762,679 2,196,902

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 2,615,398

※1
 2,381,444
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【会計方針の変更等】

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日　至　平成24年９月30日)

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24

年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の

方法に変更しています。これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微で

す。

　

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　
当第２四半期連結累計期間

(自　平成24年４月１日　至　平成24年９月30日)

１．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２四半期連

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。

　
【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

※１　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

（単位：千円）

　
前連結会計年度
（平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
（平成24年９月30日)

投資その他の資産 5,819 7,938

　

※２　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしていま

す。

なお、当第２四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末

日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれています。

（単位：千円）

　
前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

受取手形 170,773 333,943

支払手形 104,005 133,887

その他（設備関係支払手形） 7,865 3,249

　

(四半期連結損益及び包括利益計算書関係)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりです。

（単位：千円）

　
前第２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日)

給料手当 428,505 437,797

貸倒引当金繰入額 △831 △12

賞与引当金繰入額 51,775 66,352

役員退職慰労引当金繰入額 7,646 4,460

運賃 271,658 298,690
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関

係

（単位：千円）

　
前第２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日)

現金及び預金勘定 2,615,398 2,381,444

現金及び現金同等物 2,615,398 2,381,444

　

(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日)

１．配当金支払額

　

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 配当の原資

平成23年６月29日
定時株主総会

普通株式 84,420 10平成23年３月31日 平成23年６月30日 利益剰余金

　

当第２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日)

１．配当金支払額

　

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 配当の原資

平成24年６月28日
定時株主総会

普通株式 84,420 10平成24年３月31日 平成24年６月29日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 (単位：千円）

　

報告セグメント

合計
塗料販売事業 施工事業 計

売上高 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 4,309,657 118,849 4,428,5064,428,506

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

35,578 ― 35,578 35,578

計 4,345,235 118,849 4,464,0854,464,085

セグメント利益又は損失（△） 158,777 △4,179 154,598 154,598

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利益計算書計上額との差額

及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

　 (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 154,598

全社費用(注) △164,729

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業損失（△） △10,131

(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。

　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
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Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 (単位：千円）

　

報告セグメント

合計
塗料販売事業 施工事業 計

売上高 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 4,750,071 209,855 4,959,9264,959,926

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

8,181 ― 8,181 8,181

計 4,758,252 209,855 4,968,1074,968,107

セグメント利益又は損失（△） 266,482 △6,541 259,941 259,941

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利益計算書計上額との差額

及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

　 (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 259,941

全社費用(注) △177,255

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益 82,686

(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。

　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

　

４.報告セグメントの変更等に関する事項

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改正に伴

い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の

法人税法に基づく方法に変更しています。これによる当第２四半期連結累計期間のセグメント利益に与

える影響は軽微です。
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(金融商品関係)

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変

動がありません。　

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変

動がありません。　

　

(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変

動がありません。

　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりで

す。

　

項目
前第２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損
失金額（△）

△4.42円 2.88円

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益又は四半期純損失(△)(千円) △37,321 24,390

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ─

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損
失(△)(千円)

△37,321 24,390

普通株式の期中平均株式数(千株) 8,442 8,442

（注）潜在株式調整後１株当たり四半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。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。　

　

２ 【その他】

　該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成24年11月９日

アトミクス株式会社

取締役会  御中

　

監査法人 保森会計事務所

　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士    三　　枝　　　　　哲    印

　
代表社員
業務執行社員

　 公認会計士    小　　山　　貴　　久    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているアト
ミクス株式会社の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間
(平成24年７月１日から平成24年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24
年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益及び包括利益
計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、アトミクス株式会社及び連結子会社の平成24
年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ
・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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