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(百万円未満切捨て)

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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年３月期第３四半期 7,589 10.0 233 238.1 248 310.6 122 ―
24年３月期第３四半期 6,900 △3.9 69 72.6 60 124.4 △26 ―

(注) 包括利益 25年３月期第３四半期 107百万円( ― ％) 24年３月期第３四半期 △32百万円( ― ％)

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３四半期 14.49 ―
24年３月期第３四半期 △3.13 ―

（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３四半期 13,066 8,966 68.6
24年３月期 13,518 8,929 66.1

(参考) 自己資本 25年３月期第３四半期 8,966百万円 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 ― 0.00 ―

25年３月期(予想) 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

通期 11,175 6.3 325 △5.5 336 △2.4 165 18.4 19.54

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

 
  

※ 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

（注）詳細は、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（１）当四半期連結累計期間におけ
る重要な子会社の異動」をご覧ください。

（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

（注）詳細は、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（２）四半期連結財務諸表の作成に
特有の会計処理の適用」」をご覧ください。

（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に該当するものです。詳細は、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３Ｑ 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３Ｑ 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３Ｑ 8,442,060株 24年３月期３Ｑ 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３四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を背景に、一部において

緩やかな回復基調がみられたものの、個人消費においては消費税増税法案の成立や厳しい雇用環境など

による将来の不安から消費の好転はみられず、また外国為替の急激な変動や原油価格の高騰により依然

として不透明な状況が続いています。 

このような状況の中、当社グループは引続き顧客ニーズに応えるため新製品の開発や環境対応型塗

料、機能性塗料の拡充をはかるべく営業活動を展開し、また既存製品の改良等による製造原価の低減や

経費節減に努めてきました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高75億89百万円（前年同期 売上高69億円）、

営業利益２億33百万円（同 営業利益69百万円）、経常利益２億48百万円（同 60百万円）、四半期純

利益１億22百万円（同 四半期純損失26百万円）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、床用塗料及び道路用塗料については、復興需要を背景に東北地方を中心とした公共投

資の堅調な推移や民間設備投資の緩やかな持ち直しが見られたことにより、前年より出荷量を伸ばす

ことができました。家庭用塗料は、いまだ回復しない個人消費の低迷と第３四半期会計期間における

週末の天候不順等により出荷量が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同期に比べて５億64百万円増

加し、72億10百万円（前年同期比 8.5％増）となりました。 

  

＜施工事業＞ 

前期末の仕掛工事が完成したことによる売上を計上した影響と床塗装工事の受注増加により、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１億24百万円増加し、３億79百万円

（前年同期比 49.1％増）となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、130億66百万円（前連結会計年度末比４億51百万円減少）

となりました。これは主に、現金及び預金が４億５百万円、商品及び製品が１億42百万円、仕掛品が１

億37百万円それぞれ増加したものの、受取手形及び売掛金が９億45百万円、繰延税金資産（流動資産の

その他）が１億22百万円、保険積立金（投資その他の資産）が91百万円それぞれ減少したためです。 

当第３四半期連結会計期間末の負債は、40億99百万円（同 ４億88百万円減少）となりました。これ

は主に、支払手形及び買掛金が２億14百万円、未払法人税等が１億27百万円、長期借入金が１億７百万

円それぞれ減少したためです。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産は、89億66百万円（同 36百万円増加）となりました。これは

主に、配当により84百万円減少したものの、四半期純利益で１億22百万円増加したためです。 

  

平成25年３月期の業績予想につきましては、平成24年11月12日に公表しました連結業績予想に変更は

ありません。 

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３四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 

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

の税引前当期純利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、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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４．四半期連結財務諸表 
（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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,196,902 2,602,306

受取手形及び売掛金 4,724,184 3,778,300

商品及び製品 966,119 1,108,597

仕掛品 190,506 327,975

原材料及び貯蔵品 464,731 495,815

その他 266,558 145,392

貸倒引当金 △89,853 △79,339

流動資産合計 8,719,148 8,379,049

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 1,283,116

有形固定資産合計 4,061,877 4,027,167

無形固定資産 151,629 152,719

投資その他の資産 585,472 507,733

固定資産合計 4,798,980 4,687,620

資産合計 13,518,129 13,066,669

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,767,978 2,553,514

短期借入金 342,844 342,844

未払法人税等 152,908 25,271

引当金 212,253 119,256

その他 475,085 518,372

流動負債合計 3,951,069 3,559,258

固定負債   

長期借入金 142,936 35,803

退職給付引当金 268,425 274,737

引当金 119,177 123,195

資産除去債務 38,390 38,805

その他 68,277 68,073

固定負債合計 637,206 540,614

負債合計 4,588,275 4,099,873
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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３四半期連結会計期間 
(平成24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 7,601,695 7,639,658

自己株式 △380,175 △380,175

株主資本合計 8,941,920 8,979,883

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 41,911

為替換算調整勘定 △56,062 △54,998

その他の包括利益累計額合計 △12,066 △13,086

純資産合計 8,929,853 8,966,796

負債純資産合計 13,518,129 13,066,669
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

売上高   

商品及び製品売上高 6,645,988 7,210,123

工事売上高 254,628 379,551

売上高合計 6,900,616 7,589,675

売上原価   

商品及び製品売上原価 4,559,477 4,922,427

工事売上原価 222,503 314,371

売上原価合計 4,781,981 5,236,798

売上総利益 2,118,635 2,352,876

販売費及び一般管理費 2,049,591 2,119,465

営業利益 69,044 233,411

営業外収益   

受取利息 243 125

受取配当金 5,278 5,918

受取家賃 3,497 3,449

為替差益 － 4,872

その他 4,503 7,527

営業外収益合計 13,522 21,894

営業外費用   

支払利息 7,246 5,386

為替差損 11,228 －

貸倒引当金繰入額 3,445 670

その他 5 250

営業外費用合計 21,925 6,306

経常利益 60,641 248,999

特別利益   

固定資産売却益 － 199

保険満期返戻金 － 38,241

特別利益合計 － 38,441

特別損失   

固定資産売却損 － 240

固定資産除却損 782 2,698

子会社清算損 － 11,237

ゴルフ会員権評価損 1,350 －

リース解約損 － 2,710

特別損失合計 2,132 16,886

税金等調整前四半期純利益 58,508 270,553

法人税、住民税及び事業税 22,409 37,163

法人税等調整額 62,582 111,006

法人税等合計 84,992 148,170

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（△）

△26,484 122,383

四半期純利益又は四半期純損失（△） △26,484 122,383
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

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（△）

△26,484 122,383

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,448 △2,084

為替換算調整勘定 △7,071 △12,604

その他の包括利益合計 △5,623 △14,689

四半期包括利益 △32,107 107,694

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △32,107 107,694

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３四半期決算短信

-　7　-



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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