
 

 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

     

 
       

 
       

 
 (％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第１四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年６月30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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年３月期第１四半期 2,594 23.1 48 ― 48 ― 1 ―
24年３月期第１四半期 2,108 △8.6 △20 ― △24 ― △32 ―

(注) 包括利益 25年３月期第１四半期 18百万円( ― ％) 24年３月期第１四半期 △12百万円( ― ％)

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

25年３月期第１四半期 0.15 ―
24年３月期第１四半期 △3.84 ―

（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 ％

25年３月期第１四半期 13,127 8,877 67.6
24年３月期 13,518 8,929 66.1

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 8,877百万円 24年３月期 8,929百万円

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

24年３月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
25年３月期 ―

25年３月期(予想) 0.00 ― 10.00 10.00

(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25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

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) 4,950 11.8 55 ― 50 ― 20 ― 2.36
通期 11,090 5.5 230 △33.1 230 △31.5 125 △10.3 14.81

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



  

 

   

 

   

   

   

   

   

   

 

 
 

※ 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 ： 有

  (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 １社（社名） 阿童木（廊坊）塗料有限公司

（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 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

(注)「会計基準等の改正に伴う会計方針の変更」及び「会計上の見積りの変更」については、「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」第10条の５に該当するものであります。詳細については、添付資料３
ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表
示」をご覧ください。

（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) 25年３月期１Ｑ 9,440,000株 24年３月期 9,440,000株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 997,940株 24年３月期 997,940株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 8,442,060株 24年３月期１Ｑ 8,442,060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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

※ 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）連結業績予想に関す
る定性的情報」をご覧ください。
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当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興関連需要などから緩やかな回復傾

向がみられますが、電力供給の不安定な状況、デフレ経済の長期化など依然として先行きは不透明な状

況です。 

このような状況のもと、当社グループは、主力製品である道路用・建築用・家庭用塗料を中心とした

販売網の拡充や新規開拓及び新製品上市による競争力の強化に努めてきました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高25億94百万円（前年同期 売上高21億８百万

円)、営業利益48百万円（同 営業損失20百万円）、経常利益48百万円（同 経常損失24百万円）、四

半期純利益１百万円（同 四半期純損失32百万円）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＞ 

道路用塗料は復興関連の公共事業の先行発注により、東北地方への出荷量が伸びました。建築用塗

料は工場及び厨房の床塗装工事の受注を増やすことができたため、床用塗料の出荷量を伸ばすことが

できました。 

この結果、当第１四半期累計期間の塗料販売事業の売上高は前年同期に比べて３億69百万円増加

し、24億42百万円（前年同期比 17.8％増）となりました。 

  

＜施工事業＞  

当第１四半期連結累計期間に前期末仕掛であった工事が完成し売上計上した影響により、施工事業

の売上高は前年同期に比べて１億17百万円増加し、１億51百万円（同 343.2％増）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、131億27百万円（前連結会計年度末比３億90百万円減少）

となりました。これは主に流動資産の減少によるもので、現金及び預金で１億９百万円、受取手形及び

売掛金で２億70百万円減少したためです。 

当第１四半期連結会計期間末の負債は42億49百万円（同 ３億38百万円減少）となりました。これは

主に流動負債の減少によるもので、支払手形及び買掛金で46百万円、未払法人税等で１億43百万円、引

当金で１億31百万円減少したためです。 

当第１四半期連結会計期間末の純資産は88億77百万円（同 52百万円減少）となりました。これは主

に利益剰余金からの配当（84百万円）によるものです。 

  

建築用塗料と道路用塗料の出荷が順調に推移しており、第２四半期の売上高は前回発表予想を若干上

回ると見込んでいます。これにより利益も前回発表予想を上回る見込みです。この結果平成25年３月期

第２四半期の業績予想は、本日、発表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおりです。 

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
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当第１四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。 

  

 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１四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。 

  

（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、当第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１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微です。 

  

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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,196,902 2,087,424

受取手形及び売掛金 4,724,184 4,453,976

商品及び製品 966,119 998,368

仕掛品 190,506 202,060

原材料及び貯蔵品 464,731 463,527

その他 266,558 230,136

貸倒引当金 △89,853 △88,931

流動資産合計 8,719,148 8,346,562

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 1,313,114

有形固定資産合計 4,061,877 4,057,165

無形固定資産 151,629 149,734

投資その他の資産 585,472 574,188

固定資産合計 4,798,980 4,781,087

資産合計 13,518,129 13,127,650

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,767,978 2,721,099

短期借入金 342,844 342,844

未払法人税等 152,908 9,185

引当金 212,253 80,842

その他 475,085 496,679

流動負債合計 3,951,069 3,650,650

固定負債   

長期借入金 142,936 107,225

退職給付引当金 268,425 265,934

引当金 119,177 118,789

資産除去債務 38,390 38,528

その他 68,277 68,807

固定負債合計 637,206 599,285

負債合計 4,588,275 4,249,935
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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１四半期連結会計期間 
(平成24年６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 7,518,584

自己株式 △380,175 △380,175

株主資本合計 8,941,920 8,858,808

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 33,049

為替換算調整勘定 △56,062 △14,143

その他の包括利益累計額合計 △12,066 18,905

純資産合計 8,929,853 8,877,714

負債純資産合計 13,518,129 13,127,650
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高   

商品及び製品売上高 2,073,839 2,442,961

工事売上高 34,230 151,709

売上高合計 2,108,069 2,594,670

売上原価   

商品及び製品売上原価 1,413,606 1,681,899

工事売上原価 29,501 142,932

売上原価合計 1,443,107 1,824,832

売上総利益 664,962 769,838

販売費及び一般管理費 685,890 721,782

営業利益又は営業損失（△） △20,928 48,056

営業外収益   

受取利息 98 24

受取配当金 3,072 3,235

その他 2,662 4,187

営業外収益合計 5,833 7,447

営業外費用   

支払利息 2,709 1,759

為替差損 4,224 5,424

貸倒引当金繰入額 2,150 －

営業外費用合計 9,084 7,184

経常利益又は経常損失（△） △24,178 48,318

特別損失   

固定資産除却損 99 125

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 － 2,151

特別損失合計 1,199 13,514

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（△）

△25,377 34,804

法人税、住民税及び事業税 9,536 8,775

法人税等調整額 △2,414 24,719

法人税等合計 7,121 33,495

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（△）

△32,499 1,309

四半期純利益又は四半期純損失（△） △32,499 1,309

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（△）

△32,499 1,309

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,890 △10,946

為替換算調整勘定 16,638 28,250

その他の包括利益合計 19,529 17,303

四半期包括利益 △12,970 18,612

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △12,970 18,612

少数株主に係る四半期包括利益 － －

アトミクス株式会社（証券コード4625） 平成25年３月期第１四半期決算短信

－　6　－



 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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