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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第２四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28年９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
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２四半期 4,851 △4.8 101 66.2 78 18.9 426 －

28年３月期第２四半期 5,095 △3.8 61 △45.6 66 △55.3 △154 －
(注) 包括利益 29年３月期第２四半期 443百万円( －％) 28年３月期第２四半期 △214百万円( －％)
　

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

29年３月期第２四半期 68.32 －

28年３月期第２四半期 △24.82 －
　　

（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２四半期 13,323 8,938 67.1

28年３月期 14,226 8,590 60.4
(参考) 自己資本 29年３月期第２四半期 8,938百万円 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２Ｑ 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２Ｑ 998,614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２Ｑ 6,243,286株 28年３月期２Ｑ 6,242,036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の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手
続きは終了しています。

※ 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。

決算短信（宝印刷） 2016年11月14日 09時21分 2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２四半期決算短信

― 1 ―

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………２

（１）経営成績に関する説明 ………………………………………………………………２

（２）財政状態に関する説明 ………………………………………………………………２

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………２

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 ………………………………………………３

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ……………………………３

（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

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …………………………３

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………４

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………４

（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 ………………………………………………６

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………８

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………９

（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………９

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………９

　

決算短信（宝印刷） 2016年11月14日 09時21分 3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２四半期決算短信

― 2 ―

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２四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、新興国経済の減速懸念や為替変動による影響等により、企業の設備投

資や個人消費は力強さを欠いた足踏み状態が続き、依然として先行き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、「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。

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高48億51百万円（前年同期 50億95百万

円）、営業利益１億１百万円（同 61百万円）、経常利益78百万円（同 66百万円）、親会社株主

に帰属する四半期純利益４億26百万円（同 親会社株主に帰属する四半期純損失 １億54百万円）

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＞

道路用塗料においては、官公庁の工事発注量が減少し厳しい状況のなか、引き続き景観材料の売

上が順調に推移したことにより前年を上回りました。床用塗料においては、一部で大型の設備投資

の動きが出始めたものの、５月、８月の需要期における工場ユーザーの動きが鈍かったため前年を

下回りました。建築用塗料・家庭用塗料においては、長雨・台風等の天候不順の影響により前年を

下回りました。

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と比べて１億97百万円

減少し、46億29百万円（前年同期比 4.1％減）となりました。

＜施工事業＞

子会社で前第１四半期連結累計期間に大型工事の売上計上をした影響により、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と比べて47百万円減少し、２億21百万円（前年同期比

17.8％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四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９億２百万円減少し、133

億23百万円となりました。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２億31百

万円増加したものの、受取手形及び売掛金で13億48百万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、前連結会計年度末に比べて12億50百万円減少し、43億85

百万円となりました。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５億37

百万円、電子記録債務で１億26百万円、未払法人税等で１億21百万円、賞与引当金で１億56百万

円、整理損失引当金で１億２百万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、前連結会計年度末に比べて３億47百万円増加し、89億

38百万円となりました。これは主に、配当金で96百万円減少したものの、親会社株主に帰属する

四半期純利益で４億26百万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11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。

（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２四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。
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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28年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,340,615 2,571,942

受取手形及び売掛金 4,331,706 2,983,374

電子記録債権 464,992 413,417

商品及び製品 1,034,047 944,899

仕掛品 188,307 277,099

原材料及び貯蔵品 461,050 443,840

その他 112,666 92,249

貸倒引当金 △51,058 △41,561

流動資産合計 8,882,327 7,685,261

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,386,824 1,313,511

土地 2,585,440 2,585,305

その他（純額） 495,219 447,163

有形固定資産合計 4,467,484 4,345,980

無形固定資産 230,069 227,632

投資その他の資産 646,184 1,064,500

固定資産合計 5,343,738 5,638,112

資産合計 14,226,066 13,323,374

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,073,762 1,536,449

電子記録債務 811,360 685,133

短期借入金 345,820 345,820

未払法人税等 151,339 29,378

賞与引当金 231,521 74,950

整理損失引当金 176,435 73,816

クレーム費用引当金 - 65,120

その他 663,113 443,047

流動負債合計 4,453,353 3,253,716

固定負債

長期借入金 747,740 674,830

役員退職慰労引当金 62,136 68,754

株式給付引当金 15,383 23,299

退職給付に係る負債 276,232 277,304

資産除去債務 40,612 40,905

その他 40,009 46,231

固定負債合計 1,182,113 1,131,325

負債合計 5,635,467 4,385,041
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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２四半期連結会計期間
(平成28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 692,570 692,570

利益剰余金 7,013,199 7,343,327

自己株式 △405,780 △405,597

株主資本合計 8,339,989 8,670,299

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 185,176 194,241

為替換算調整勘定 75,430 82,226

退職給付に係る調整累計額 △9,996 △8,434

その他の包括利益累計額合計 250,610 268,033

純資産合計 8,590,599 8,938,333

負債純資産合計 14,226,066 13,323,374
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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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

売上高

商品及び製品売上高 4,826,740 4,629,716

工事売上高 269,214 221,375

売上高合計 5,095,955 4,851,091

売上原価

商品及び製品売上原価 3,345,519 3,130,695

工事売上原価 228,148 187,778

売上原価合計 3,573,668 3,318,474

売上総利益 1,522,286 1,532,617

販売費及び一般管理費 1,461,175 1,431,025

営業利益 61,111 101,591

営業外収益

受取利息 387 49

受取配当金 3,698 5,116

受取保険金 3,185 448

その他 4,636 5,226

営業外収益合計 11,908 10,841

営業外費用

支払利息 5,993 5,519

為替差損 619 27,984

営業外費用合計 6,613 33,503

経常利益 66,406 78,929

特別利益

固定資産売却益 813 -

投資有価証券売却益 - 0

役員退職慰労引当金戻入額 1,782 -

特別利益合計 2,595 0

特別損失

固定資産除却損 485 114

固定資産売却損 - 85

固定資産返還損 - 250

整理損失引当金繰入額 167,106 26,008

特別損失合計 167,591 26,458

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（△）

△98,588 52,471

法人税、住民税及び事業税 32,584 17,096

法人税等調整額 23,769 △391,193

法人税等合計 56,354 △374,096

四半期純利益又は四半期純損失（△） △154,942 426,568

（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（△）

△154,942 426,568

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２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △26,474 9,064

為替換算調整勘定 △34,120 6,795

退職給付に係る調整額 847 1,562

その他の包括利益合計 △59,747 17,423

四半期包括利益 △214,690 443,991

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △214,690 443,991

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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28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（△）

△98,588 52,471

減価償却費 190,623 167,430

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11,233 △9,205

賞与引当金の増減額（△は減少） △35,259 △156,571

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △25,199 6,617

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 2,053 1,072

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は
減少）

1,246 2,264

整理損失引当金の増減額（△は減少） 167,106 △42,888

株式給付引当金の増減額（△は減少） 7,961 8,099

クレーム費用引当金の増減額(△は減少） - 65,120

受取利息及び受取配当金 △4,086 △5,166

受取保険金 △3,185 △448

支払利息 5,993 5,519

為替差損益（△は益） 8,850 1,649

固定資産売却損益（△は益） △813 85

固定資産除却損 485 114

固定資産返還損 - 250

売上債権の増減額（△は増加） 532,528 1,395,806

たな卸資産の増減額（△は増加） 32,784 13,962

仕入債務の増減額（△は減少） △508,005 △663,376

その他 948 △168,227

小計 264,209 674,580

利息及び配当金の受取額 4,086 5,166

利息の支払額 △6,410 △5,482

法人税等の支払額 △65,291 △141,475

保険金の受取額 418 448

営業活動によるキャッシュ・フロー 197,011 533,237

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 △440,832 △73,018

有形固定資産の売却による収入 842 5,760

無形固定資産の取得による支出 △22,592 △39,124

固定資産の返還による収入 - 1,500

投資有価証券の取得による支出 △2,962 △2,697

その他 626 1,144

投資活動によるキャッシュ・フロー △464,917 △106,435

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 △72,910 △72,910

配当金の支払額 △96,388 △96,304

ファイナンス・リース債務の返済による支
出

△16,810 △16,968

財務活動によるキャッシュ・フロー △186,108 △186,182

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,377 △9,291

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △460,392 231,327

現金及び現金同等物の期首残高 2,706,773 2,340,615

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,246,381 2,571,942
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（４）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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