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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66期

第３四半期
連結累計期間

第67期
第３四半期
連結累計期間

第66期

会計期間
自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日

自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日

自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日

売上高 (千円) 7,589,675 8,269,410 10,993,527

経常利益 (千円) 248,999 257,891 431,128

四半期(当期)純利益 (千円) 122,383 111,929 227,825

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 107,694 203,602 301,172

純資産額 (千円) 8,966,796 8,385,787 9,146,605

総資産額 (千円) 13,066,669 13,535,312 13,757,322

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 14.49 14.29 26.98

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 (％) 68.6 62.0 66.5
 

　

回次
第66期

第３四半期
連結会計期間

第67期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成24年10月１日
至 平成24年12月31日

自 平成25年10月１日
至 平成25年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 11.6 11.96
 

(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３四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。

また、主要な関係会社についても異動はありません。　
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四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３四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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の各種経済対策や日銀の金融緩和政策を背景

に景気は緩やかな回復傾向で推移しました。一方、円安による原材料価格の高騰、中国経済の減速傾

向、消費税の増税決定など先行きが不透明な状況が続いています。

このような状況のもと、当社グループは製品の安定供給、新製品の開発強化、「すき間」市場の開

拓、流通網の開拓などに取り組んできました。

この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高82億69百万円（前年同期　75億89百万円）、

営業利益２億44百万円（同　２億33百万円）、経常利益２億57百万円（同　２億48百万円）、四半期純

利益１億11百万円（同　１億22百万円）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＞

道路用塗料におきましては、継続して取り組んでいる緊急安全対策（通学路）・自転車走行環境整

備等が第３四半期連結会計期間も順調に推移しました。床用塗料におきましては、民間企業の設備投

資への回復傾向は感じられますが、未だ厳しい状況が続いているため出荷量は前年並みとなりまし

た。家庭用塗料におきましては、個人消費の回復の兆しが見られるものの実際の動きは鈍いため出荷

量は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塗料販売事業の売上高は前年に比べて７億13百万円増加

し、79億23百万円（前年同期比　9.9％増）となりました。

　

＜施工事業＞

子会社アトムテクノス（株）で順調に工事受注をしていますが、前第３四半期連結会計期間は笹子

トンネルの復旧工事という突発的な工事売上を計上したこと、及び床塗装工事の当第３四半期連結会

計期間の受注金額が減少したことにより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に比べて33百万円減少し、３

億45百万円（前年同期比　8.9％減）となりました。
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（２）財政状態の分析

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２億22百万円減少し、135億35

百万円となりました。これは主に、仕掛品で１億77百万円、建設仮勘定（有形固定資産のその他（純

額））で２億49百万円、投資有価証券（投資その他の資産）で71百万円増加したものの、現金及び預金

で２億74百万円、受取手形及び売掛金で４億83百万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５億38百万円増加し、51億49百万

円となりました。これは主に、賞与引当金で１億11百万円減少したものの、未払金（流動資産のその

他）で２億21百万円、長期借入金で４億12百万円増加したためです。

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７億60百万円減少し、83億85百

万円となりました。これは主に、その他の包括利益累計額で91百万円増加したものの、自己株式で８億

80百万円減少したためです。

　

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四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。

 

（４）研究開発活動

当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は１億61百万円で、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３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成25年12月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成26年２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
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）
単元株式数　100株

計 9,440,000 9,440,000 ― ―
 

（注）大阪証券取引所は、平成25年７月16日付で東京証券取引所と現物市場を統合していますので、同日以降の上場

金融商品取引所は、東京証券取引所です。

　
(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25年10月１日
～平成25年12月31日

― 9,440,000 ― 1,040,000 ― 680,400
 

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できな

いため、記載することができないことから、直前の基準日（平成25年９月30日）に基づく株主名簿によ

る記載をしています。

① 【発行済株式】

    平成25年12月31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 997,900 ― 単元株式数　100株

完全議決権株式(その他) 普通株式 8,441,700 84,417 同上

単元未満株式 普通株式 400 ― ─

発行済株式総数  9,440,000 ― ―

総株主の議決権 ― 84,417 ―
 

（注）１．平成25年４月１日付けで、単元株式数を1,000株から100株へ変更しています。

２．当第３四半期会計期間において自己株式の取得を実施したため、平成25年12月31日現在の自己株式は、

3,197,940株（発行済株式総数に対する割合33.87％）です。

　
② 【自己株式等】

  平成25年12月31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３-９-６ 997,900 ─ 997,900 10.57

計 ― 997,900 ─ 997,900 10.57
 

（注）平成25年８月26日開催の取締役会において、自己株式の取得を決議し、当第３四半期会計期間に次のとおり、

自己株式の取得を実施しました。

①取得した株式の種類        当社普通株式

②取得した自己株式の総数     2,200,000株

③取得価額の総額             880,000千円

④発行済株式総数に対する割合　　 23.30％

　

上記の自己株式の取得の結果、平成25年12月31日現在の自己株式の保有状況は、次のとおりです。

①保有する自己株式の総数     3,197,940株

②発行済株式総数に対する割合     33.87％

　
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３四半期連結会計期間(平成25年10月１

日から平成25年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25年12月31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。

　

EDINET提出書類

アトミクス株式会社(E00911)

四半期報告書

 7/18



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25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,614,838 2,340,384

受取手形及び売掛金
※2 4,592,076 ※2 4,109,065

商品及び製品 1,017,676 1,063,347

仕掛品 165,990 343,671

原材料及び貯蔵品 532,955 597,963

その他 171,767 150,115

貸倒引当金 △88,876 △92,075

流動資産合計 9,006,428 8,512,474

固定資産

有形固定資産

土地 2,744,050 2,744,050

その他（純額） 1,280,335 1,481,109

有形固定資産合計 4,024,385 4,225,159

無形固定資産 189,408 202,108

投資その他の資産
※1 537,100 ※1 595,569

固定資産合計 4,750,894 5,022,837

資産合計 13,757,322 13,535,312

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金
※2 2,894,090 ※2 2,867,510

短期借入金 342,936 307,343

未払法人税等 132,757 65,914

賞与引当金 249,046 137,359

引当金 － 25,025

その他
※2 474,825 ※2 802,348

流動負債合計 4,093,655 4,205,501

固定負債

長期借入金 － 412,975

退職給付引当金 276,194 280,198

役員退職慰労引当金 136,029 144,644

資産除去債務 38,943 39,340

その他 65,893 66,866

固定負債合計 517,061 944,024

負債合計 4,610,717 5,149,525
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25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 7,745,100 7,772,609

自己株式 △380,175 △1,260,175

株主資本合計 9,085,324 8,232,833

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 73,241 116,846

為替換算調整勘定 △11,960 36,106

その他の包括利益累計額合計 61,280 152,953

純資産合計 9,146,605 8,385,787

負債純資産合計 13,757,322 13,535,312
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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24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

売上高

商品及び製品売上高 7,210,123 7,923,709

工事売上高 379,551 345,700

売上高合計 7,589,675 8,269,410

売上原価

商品及び製品売上原価 4,922,427 5,488,467

工事売上原価 314,371 302,338

売上原価合計 5,236,798 5,790,805

売上総利益 2,352,876 2,478,605

販売費及び一般管理費 2,119,465 2,234,506

営業利益 233,411 244,098

営業外収益

受取利息 125 106

受取配当金 5,918 6,209

為替差益 4,872 21,483

その他 10,977 7,703

営業外収益合計 21,894 35,502

営業外費用

支払利息 5,386 4,076

自己株式取得費用 － 16,900

貸倒引当金繰入額 670 －

その他 250 732

営業外費用合計 6,306 21,709

経常利益 248,999 257,891

特別利益

固定資産売却益 199 68

保険満期返戻金 38,241 －

特別利益合計 38,441 68

特別損失

固定資産売却損 240 2,069

固定資産除却損 2,698 6,468

建物解体費用引当金繰入額 － 24,999

子会社清算損 11,237 －

リース解約損 2,710 －

特別損失合計 16,886 33,537

税金等調整前四半期純利益 270,553 224,423

法人税、住民税及び事業税 37,163 84,424

法人税等調整額 111,006 28,068

法人税等合計 148,170 112,493

少数株主損益調整前四半期純利益 122,383 111,929

四半期純利益 122,383 111,929
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 122,383 111,929

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,084 43,605

為替換算調整勘定 △12,604 48,067

その他の包括利益合計 △14,689 91,672

四半期包括利益 107,694 203,602

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 107,694 203,602

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

(会計上の見積りの変更)

 当第３四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日　至　平成25年12月31日)

耐用年数の変更 当社は、第２四半期連結会計期間において、当社の加須工場建物の
一部の建て替えを行うことを決定しました。当該建て替えに伴い、利
用不能となる資産については、耐用年数を短縮し、将来にわたり変更
しています。これにより、従来の方法と比べて、当第３四半期連結累
計期間の減価償却費が11,344千円増加し、営業利益、経常利益、及び
税金等調整前四半期純利益は、それぞれ7,511千円減少しています。
なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載しています。

 
　

　

(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３四半期連結累計期間

(自　平成25年４月１日　至　平成25年12月31日)

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。
 

　
　

(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25年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

（平成25年12月31日)

投資その他の資産 6,139 8,166
 

　

※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３四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25年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成25年12月31日)

受取手形 166,521 181,540

支払手形 145,842 158,374

その他（設備関係支払手形） 7,357 4,017
 

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していません。なお、

第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む）は、次のとおりです。

（単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

減価償却費 191,131 214,980
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(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31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
 

　

　

２．株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。

　
当第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31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25年６月27日
定時株主総会

普通株式 84,420 10 平成25年３月31日 平成25年６月28日 利益剰余金
 

　

２．株主資本の金額の著しい変動

（自己株式の取得）

当社は、平成25年８月26日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規程により読み替えて

適用される会社法156条第１項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の取得及びその具体的な取得方

法として自己株式の公開買付けを行うことを決議し、平成25年10月18日付で自己株式８億80百万円を取

得したため、当第３四半期連結会計期間末の自己株式は12億60百万円となっています。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31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 7,210,123 379,551 7,589,675 7,589,675

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

19,073 － 19,073 19,073

計 7,229,197 379,551 7,608,748 7,608,748

セグメント利益 461,613 36,296 497,910 497,910
 

　

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 497,910

全社費用(注) △264,498

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益 233,411
 

(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減価償却の方法に変更しています。これによる当第３四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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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31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 7,923,709 345,700 8,269,410 8,269,410

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

25,514 ― 25,514 25,514

計 7,949,224 345,700 8,294,925 8,294,925

セグメント利益 504,868 10,378 515,247 515,247
 

　

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 515,247

全社費用(注) △271,148

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益 244,098
 

(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．報告セグメントの変更等に関する事項

（耐用年数の変更）

（会計上の見積りの変更）に記載のとおり、第２四半期連結会計期間において、当社の加須工場建

物の一部の建て替えを行うことを決定しました。当該建て替えに伴い、利用不能となる資産について

は、耐用年数を短縮し、将来にわたり変更しています。

これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の塗料販売事業のセグメント利益

が、7,511千円減少しています。

　
４．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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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりです。
　

項目
前第３四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
至　平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
至　平成25年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額(円) 14.49 14.29

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額(千円) 122,383 111,929

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金額(千円) 122,383 111,929

普通株式の期中平均株式数(千株) 8,442 7,830
 

（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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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

独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成26年２月10日

アトミクス株式会社

取締役会  御中

　

 

　

 

　
 

　
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25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間
(平成25年10月１日から平成25年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25
年12月31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
25年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示し
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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