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(百万円未満切捨て)
１．平成30年３月期の連結業績（平成29年４月１日～平成30年３月31日）
（１）連結経営成績 (％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年３月期 11,178 5.2 578 8.4 592 12.4 493 △35.4

29年３月期 10,628 △6.5 533 40.2 527 45.9 763 －
(注) 包括利益 30年３月期 512百万円(△38.0％) 29年３月期 827百万円( －％)
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

30年３月期 79.00 － 5.2 4.1 5.2

29年３月期 122.34 － 8.5 3.7 5.0
　　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

30年３月期 14,679 9,742 66.4 1,558.32

29年３月期 14,350 9,323 65.0 1,492.61
(参考) 自己資本 30年３月期 9,742百万円 29年３月期 9,323百万円
　　

（３）連結キャッシュ・フローの状況
営業活動による

キャッシュ・フロー
投資活動による

キャッシュ・フロー
財務活動による

キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物

期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

30年３月期 870 △519 △278 2,877

29年３月期 959 △212 △277 2,808
　

　

　

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
(連結)

純資産
配当率
(連結)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 百万円 ％ ％

29年３月期 － 0.00 － 15.00 15.00 96 12.3 1.0

30年３月期 － 0.00 － 15.00 15.00 96 19.0 1.0

31年３月期(予想) － 0.00 － 15.00 15.00 －
　　

３．平成31年３月期の連結業績予想（平成30年４月１日～平成31年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期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) 5,300 5.0 180 △10.1 190 △10.4 120 △50.8 19.20

通 期 11,200 0.2 500 △13.6 510 △13.9 350 △29.1 56.00
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※ 注記事項

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) ： 有

　 新規 -社 (社名)- 、除外 1社 (社名)
阿童木（無錫）塗料有限公
司

　　

（２）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 ： 無

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
　　

（３）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) 30年３月期 7,242,000株 29年３月期 7,242,000株

② 期末自己株式数 30年３月期 990,214株 29年３月期 995,714株

③ 期中平均株式数 30年３月期 6,249,423株 29年３月期 6,244,381株
　　

(参考) 個別業績の概要
１．平成30年３月期の個別業績（平成29年４月１日～平成30年３月31日）
（１）個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年３月期 9,592 0.5 464 0.4 498 4.1 323 △4.1

29年３月期 9,545 △3.4 462 18.4 478 19.3 336 △21.6
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

30年３月期 51.68 －

29年３月期 53.94 －
　

　

（２）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

30年３月期 13,450 9,003 66.9 1,440.15

29年３月期 13,308 8,672 65.2 1,388.47

(参考) 自己資本 30年３月期 9,003百万円 29年３月期 8,672百万円
　

　

　

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です
　

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

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３ページ「１.経営成績等の

概況（４）今後の見通し」をご覧ください。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当連結会計年度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、物価上昇懸念により個人消費は力強さを欠き、諸外国の政治・経済情勢の不

確実性及び地政学的リスクの高まり等により依然として不透明な状況が続いています。

このような状況のもと、当社グループはお客様の「お困り事」をいち早く解決、お客様に「満

足」をお届けすることを社員一人一人が意識し、サービスの向上、製品開発を行ってきました。

また、関連する展示会等に出展、業界紙や自社ホームページ、フェイスブックをはじめ各種媒体

での広告宣伝活動とＰＲに努めてきました。なお、平成27年８月17日に解散及び清算の決議をし

た阿童木（無錫）塗料有限公司につきましては、平成29年６月12日に清算結了しました。

この結果、当連結会計年度の業績は売上高111億78百万円（前連結会計年度比5.2％増）、営業

利益５億78百万円（同8.4％増）、経常利益５億92百万円（同12.4％増）、親会社株主に帰属する

当期純利益４億93百万円（同35.4％減）となりました。
　

セグメント別の業績は次のとおりです。

① 塗料販売事業

道路用塗料においては、路面標示用塗料及びその施工機械、インフラ補修関連製品が順調に伸

長したため前年を上回りました。床用塗料においては、大型の改修案件が減少しているなか、

2017年10月に発売した新製品「フロアトップアクア フォルティス」を始めとする水性製品が

伸長したため前年を若干上回りました。建築用塗料においては、天候不順による影響と戸建需

要の減少により防水塗料が伸び悩み前年を下回りました。家庭用塗料においては、インターネ

ット通販による売上は伸長したものの、ホームセンターをはじめとする小売流通での低迷が続

き前年を下回りました。

この結果、当連結会計年度の塗料販売事業の売上高は前年同期に比べて70万円減少し、100億

44百万円（前連結会計年度比0.0％減）となりました。
　

② 施工事業

子会社アトムテクノスで大型物件であった道路施設の剥落対策及び橋梁補修工事が完工し、

その売上計上により、前年を大きく上回りました。

　その結果、当連結会計年度の施工事業の売上高は前年同期と比べて５億50百万円増加し、11

億34百万円（前連結会計年度比94.3％増）となりました。
　

（２）当期の財政状態の概況

① 資産、負債及び純資産

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べて３億28百万円増加し、146億

79百万円となりました。この要因となった流動資産、固定資産の状況は次のとおりです。

流動資産は、前連結会計年度末に比べて２億16百万円増加し、90億65百万円となりました。こ

れは主に、仕掛品で１億51百万円減少したものの、現金及び預金で69百万円、電子記録債権で

１億31百万円、繰延税金資産で１億10百万円増加したことによるものです。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて１億11百万円増加し、56億13百万円となりました。こ

れは主に、繰延税金資産で２億77百万円減少したものの、土地で３億44百万円、投資有価証券

で１億47百万円増加したことによるものです。

また、負債及び純資産の状況は次のとおりです。

流動負債は、前連結会計年度末に比べて57百万円増加し、39億86百万円となりました。これは

主に、未払法人税等で１億29百万円減少したものの、支払手形及び買掛金で49百万円、電子記

録債務で１億51百万円増加したことによるものです。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて１億47百万円減少し、９億50百万円となりました。こ

れは主に、長期借入金で１億45百万円減少したことによるものです。

純資産は、前連結会計年度末に比べて４億19百万円増加し、97億42百万円となりました。これ

は主に、利益剰余金で３億97百万円増加したことによるものです。

決算短信（宝印刷） 2018年05月11日 17時21分 4ページ（Tess 1.50(64) 20180315_01）



アトミクス株式会社(4625) 平成30年３月期 決算短信

― 3 ―

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

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８億70百万円（前連結会計年度は９億59百万円獲得）とな

りました。これは主に、売上債権の増加により１億58百万円減少したものの、税金等調整前当

期純利益で７億４百万円、減価償却費で３億18百万円増加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、使用した資金は５億19百万円（前連結会計年度は２億12百万円使用）とな

りました。これは主に、有形固定資産の取得により４億45百万円、無形固定資産の取得により

74百万円支出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２億78百万円（前連結会計年度は２億77百万円使用）とな

りました。これは主に、長期借入金の返済による支出で１億45百万円、配当金の支払額で96百

万円支出したことによるものです。

これらの結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度

末に比べて69百万円増加し28億77百万円となりました。
　

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成26年３月期 平成27年３月期 平成28年３月期 平成29年３月期 平成30年３月期

自己資本比率 59.9 60.9 60.4 65.0 66.4

時価ベースの自己資本比率 20.2 21.6 21.2 24.5 36.9

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

1.1 2.1 2.8 1.0 0.9

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

90.8 46.7 31.5 92.3 102.3

（注）１．自己資本比率 ：自己資本／総資産 ×100
時価ベースの自己資本比率 ：株式時価総額／総資産 ×100
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ：有利子負債／キャッシュ・フロー
インタレスト・ガバレッジ・レシオ ：キャッシュ・フロー／利払い

２．各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しています。
３．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。
４．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。
５．有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を

対象としています。また、利払いについては連結キャッシュ・フロー計算書の利息支払額を
使用しています。

（４）今後の見通し

今後の見通しにつきましては、引き続き国内景気は緩やかな回復基調で推移していくことが期待

されますが、原料価格の高騰、物流コストの上昇等の懸念から厳しい状況が続くものと予想されま

す。このような状況の下、当社グループは、より一層製品開発の効率化、スピード化を図っていき

ます。また、遮熱機能や水性化などの環境対応製品の販売拡大、72期に新設したレイズ事業部によ

る防水市場でのシェアアップ、東京オリンピック・パラリンピックに関連する需要を確実に取り込

めるよう取り組んでいきます。

平成31年３月期の連結業績は売上高112億円、営業利益５億円、経常利益５億10百万円、親会社

株主に帰属する当期純利益３億50百万円を見込んでいます。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループの利害関係者は、主として国内の株主、債権者、取引先等であり海外からの資金調達

の必要性が乏しいため、会計基準につきましては日本基準を適用しています。なお、IFRS適用につき

ましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針です。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当連結会計年度
(平成30年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,808,549 2,877,766

受取手形及び売掛金 3,724,520 3,760,267

電子記録債権 448,376 580,134

商品及び製品 1,005,315 982,466

仕掛品 349,484 197,740

原材料及び貯蔵品 435,527 471,150

繰延税金資産 83,719 194,649

その他 43,403 33,646

貸倒引当金 △49,490 △31,914

流動資産合計 8,849,405 9,065,906

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,554,359 4,571,090

減価償却累計額 △3,407,698 △3,487,152

建物及び構築物（純額） 1,146,661 1,083,938

機械装置及び運搬具 3,174,150 3,207,554

減価償却累計額 △2,909,721 △2,969,041

機械装置及び運搬具（純額） 264,429 238,513

土地 2,585,305 2,930,295

建設仮勘定 599 －

その他 861,564 896,337

減価償却累計額 △683,877 △722,541

その他（純額） 177,687 173,795

有形固定資産合計 4,174,682 4,426,543

無形固定資産 223,499 202,667

投資その他の資産

投資有価証券 639,066 786,581

出資金 2,045 2,045

長期貸付金 － 779

繰延税金資産 421,865 144,662

その他 49,077 50,085

貸倒引当金 △8,810 △0

投資その他の資産合計 1,103,244 984,153

固定資産合計 5,501,426 5,613,364

資産合計 14,350,831 14,679,270
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当連結会計年度
(平成30年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,853,017 1,902,456

電子記録債務 769,092 920,388

短期借入金 345,820 345,820

未払法人税等 173,778 43,788

賞与引当金 231,970 198,967

整理損失引当金 13,427 －

クレーム費用引当金 1,673 －

その他 540,113 574,613

流動負債合計 3,928,893 3,986,033

固定負債

長期借入金 601,920 456,100

役員退職慰労引当金 75,404 71,208

株式給付引当金 29,452 41,606

退職給付に係る負債 275,007 272,984

資産除去債務 41,198 41,706

その他 75,668 67,324

固定負債合計 1,098,651 950,929

負債合計 5,027,544 4,936,963

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 7,680,728 8,078,010

自己株式 △404,266 △401,741

株主資本合計 9,009,032 9,408,838

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 236,975 337,493

為替換算調整勘定 82,371 －

退職給付に係る調整累計額 △5,092 △4,024

その他の包括利益累計額合計 314,254 333,469

純資産合計 9,323,286 9,742,307

負債純資産合計 14,350,831 14,679,270
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（２）連結損益及び包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
　至 平成30年３月31日)

売上高

商品及び製品売上高 10,044,834 10,044,128

工事売上高 584,078 1,134,811

売上高合計 10,628,913 11,178,940

売上原価

商品及び製品売上原価 6,725,380 6,784,617

工事売上原価 515,449 1,020,254

売上原価合計 7,240,829 7,804,872

売上総利益 3,388,083 3,374,068

販売費及び一般管理費

運賃 626,731 645,334

貸倒引当金繰入額 △647 △18,309

給料及び手当 909,282 843,999

退職給付費用 30,699 28,868

役員退職慰労引当金繰入額 13,267 11,842

賞与引当金繰入額 118,453 98,631

減価償却費 95,395 87,059

その他 1,061,021 1,097,942

販売費及び一般管理費合計 2,854,204 2,795,368

営業利益 533,878 578,700

営業外収益

受取利息 87 947

受取配当金 9,861 10,080

為替差益 － 16

受取家賃 3,780 3,720

その他 7,350 7,702

営業外収益合計 21,080 22,467

営業外費用

支払利息 10,480 8,573

為替差損 17,324 －

その他 59 －

営業外費用合計 27,864 8,573

経常利益 527,094 592,594
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(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
　至 平成30年３月31日)

特別利益

固定資産売却益 349 249

投資有価証券売却益 0 34

関係会社清算益 － 112,245

特別利益合計 350 112,530

特別損失

固定資産売却損 158 －

固定資産除却損 457 542

固定資産返還損 250 －

事業整理損 17,286 －

特別損失合計 18,152 542

税金等調整前当期純利益 509,292 704,582

法人税、住民税及び事業税 169,458 53,712

法人税等調整額 △424,135 157,148

法人税等合計 △254,676 210,860

当期純利益 763,969 493,722

（内訳）

親会社株主に帰属する当期純利益 763,969 493,722

非支配株主に帰属する当期純利益 － －

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 51,799 100,518

為替換算調整勘定 6,940 △82,371

退職給付に係る調整額 4,904 1,067

その他の包括利益合計 63,644 19,215

包括利益 827,613 512,937

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 827,613 512,937

非支配株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,040,000 692,570 7,013,199 △405,780 8,339,989

当期変動額

剰余金の配当 △96,440 △96,440

親会社株主に帰属す

る当期純利益
763,969 763,969

自己株式の処分 1,514 1,514

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － 667,528 1,514 669,043

当期末残高 1,040,000 692,570 7,680,728 △404,266 9,009,032

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券

評価差額金
為替換算調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 185,176 75,430 △9,996 250,610 8,590,599

当期変動額

剰余金の配当 △96,440

親会社株主に帰属す

る当期純利益
763,969

自己株式の処分 1,514

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

51,799 6,940 4,904 63,644 63,644

当期変動額合計 51,799 6,940 4,904 63,644 732,687

当期末残高 236,975 82,371 △5,092 314,254 9,323,286
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当連結会計年度（自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日）

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,040,000 692,570 7,680,728 △404,266 9,009,032

当期変動額

剰余金の配当 △96,440 △96,440

親会社株主に帰属す

る当期純利益
493,722 493,722

自己株式の処分 2,524 2,524

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － 397,281 2,524 399,805

当期末残高 1,040,000 692,570 8,078,010 △401,741 9,408,838

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券

評価差額金
為替換算調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 236,975 82,371 △5,092 314,254 9,323,286

当期変動額

剰余金の配当 △96,440

親会社株主に帰属す

る当期純利益
493,722

自己株式の処分 2,524

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

100,518 △82,371 1,067 19,215 19,215

当期変動額合計 100,518 △82,371 1,067 19,215 419,021

当期末残高 337,493 － △4,024 333,469 9,742,307
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 509,292 704,582

減価償却費 334,586 318,226

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,081 △26,363

賞与引当金の増減額（△は減少） 448 △33,002

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13,267 △4,195

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 1,353 △2,391

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減
少）

4,529 2,164

株式給付引当金の増減額（△は減少） 15,583 14,678

整理損失引当金の増減額（△は減少） 75,548 △13,105

クレーム費用引当金の増減額（△は減少） 1,673 △1,673

受取利息及び受取配当金 △9,949 △11,028

支払利息 10,480 8,573

為替差損益（△は益） △44 △2,152

固定資産売却損益（△は益） △191 △249

固定資産除却損 457 542

関係会社清算益 － △112,245

売上債権の増減額（△は増加） 625,982 △158,732

たな卸資産の増減額（△は増加） △116,788 138,969

仕入債務の増減額（△は減少） △262,772 200,734

投資有価証券売却損益（△は益） △0 △34

固定資産返還損 250 －

未成工事受入金の増減額（△は減少） 19,440 3,000

その他 △100,374 11,826

小計 1,115,691 1,038,121

利息及び配当金の受取額 9,949 11,025

利息の支払額 △10,396 △8,502

法人税等の支払額 △155,913 △170,633

営業活動によるキャッシュ・フロー 959,331 870,012

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 △138,213 △445,029

有形固定資産の売却による収入 76 594

無形固定資産の取得による支出 △77,425 △74,046

投資有価証券の取得による支出 △3,982 △1,416

投資有価証券の売却による収入 0 108

貸付けによる支出 － △779

無形固定資産の売却による収入 4 －

固定資産の返還による収入 3,380 －

投資その他の資産の増減額（△は増加） 3,281 606

投資活動によるキャッシュ・フロー △212,878 △519,962
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(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
　至 平成30年３月31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 △145,820 △145,820

配当金の支払額 △96,451 △96,526

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △34,981 △36,523

財務活動によるキャッシュ・フロー △277,252 △278,870

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,266 △1,962

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 467,934 69,217

現金及び現金同等物の期首残高 2,340,615 2,808,549

現金及び現金同等物の期末残高 2,808,549 2,877,766
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（５）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。
　

(追加情報)

当連結会計年度における連結損益及び包括利益計算書の特別利益に計上されている関係会社清算

益112,245千円は、阿童木（無錫）塗料有限公司の清算結了に伴い為替換算調整勘定が実現したた

めに発生したものです。
　

(セグメント情報等)

１ 報告セグメントの概要

(1) 報告セグメントの決定方法

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手

可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う

対象となっているものです。

当社グループは、取り扱う製品とサービスについて、国内及び海外の包括的な総合戦略を立案

し、事業活動を展開しています。従って当社グループは、製品・サービス別のセグメントから構

成されており、「塗料販売事業」、「施工事業」の２つを報告セグメントとしています。

(2) 各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類

「塗料販売事業」は、道路用塗料、建築用塗料、家庭用塗料等の製造及び販売を行っています。

「施工事業」は、当社の製品を用いた工事を行っています。

　

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表の作成のための基本となる

重要な事項」における記載と概ね同一です。

　また、セグメント間の売上高は、第三者間取引価格に基づいています。

　

３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)
（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 10,044,834 584,078 10,628,913 10,628,913

セグメント間の内部
売上高又は振替高

39,575 － 39,575 39,575

計 10,084,410 584,078 10,668,489 10,668,489

セグメント利益 872,555 29,458 902,013 902,013

セグメント資産 9,548,726 606,619 10,155,345 10,155,345

その他の項目

減価償却費 306,956 2,972 309,929 309,929

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

257,196 － 257,196 257,196
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当連結会計年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
（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 10,044,128 1,134,811 11,178,940 11,178,940

セグメント間の内部
売上高又は振替高

32,962 － 32,962 32,962

計 10,077,091 1,134,811 11,211,903 11,211,903

セグメント利益 861,177 70,969 932,147 932,147

セグメント資産 9,309,141 616,021 9,925,162 9,925,162

その他の項目

減価償却費 291,326 2,891 294,217 294,217

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

182,343 2,349 184,692 184,692

４ 報告セグメント合計額と連結財務諸表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)

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 10,668,489 11,211,903

セグメント間取引消去 △39,575 △32,962

連結財務諸表の売上高 10,628,913 11,178,940

(単位：千円)

利益 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 902,013 932,147

全社費用（注） △368,134 △353,446

連結財務諸表の営業利益 533,878 578,700

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用
です。

(単位：千円)

資産 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 10,155,345 9,925,162

全社資産（注） 4,195,485 4,754,107

連結財務諸表の資産合計 14,350,831 14,679,270

（注）全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投
資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等です。
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(単位：千円)

その他の項目

報告セグメント計 調整額
連結財務諸表

計上額

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

減価償却費 309,929 294,217 24,656 24,008 334,586 318,226

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

257,196 184,692 48,428 364,641 305,625 549,333

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に本社土地の設備投資額です。
　

(関連情報)

前連結会計年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)

１ 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しています。

　

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

国内の外部顧客への売上高が、連結損益及び包括利益計算書の売上高の90％超であるため、記

載を省略しています。

　

(2) 有形固定資産

国内に所在している有形固定資産の金額が、連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超

えるため、記載を省略しています。

　

３ 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益及び包括利益計算書の売上高の10％以上を占める特定の顧

客がいないため、記載を省略しています。

　

当連結会計年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)

１ 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しています。

　

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

国内の外部顧客への売上高が、連結損益及び包括利益計算書の売上高の90％超であるため、記

載を省略しています。

　

(2) 有形固定資産

国内に所在している有形固定資産の金額が、連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超

えるため、記載を省略しています。

　

３ 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益及び包括利益計算書の売上高の10％以上を占める特定の顧

客がいないため、記載を省略しています。

　

決算短信（宝印刷） 2018年05月11日 17時21分 16ページ（Tess 1.50(64) 20180315_01）



アトミクス株式会社(4625) 平成30年３月期 決算短信

― 15 ―

(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

前連結会計年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)

　該当事項はありません。

　

当連結会計年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)

　該当事項はありません。

　

(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

前連結会計年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)

該当事項はありません。

　

当連結会計年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)

該当事項はありません。

　

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)

前連結会計年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)

該当事項はありません。

　

当連結会計年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり純資産額及び算定上の基礎ならびに１株当たり当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
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当連結会計年度

(平成30年３月31日)

(1) １株当たり純資産額 1,492円61銭 1,558円32銭

(算定上の基礎)

純資産の部の合計額(千円) 9,323,286 9,742,307

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) － －

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 9,323,286 9,742,307

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通
株式の数(千株)

6,246 6,251

　

項目
前連結会計年度

(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日)

(2) １株当たり当期純利益金額 122円34銭 79円00銭

(算定上の基礎)

親会社株主に帰属する当期純利益金額(千円) 763,969 493,722

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益金
額(千円)

763,969 493,722

期中平均株式数(千株) 6,244 6,249

(注)１. 潜在株式調整後１株当たり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．株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり
純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めています。また、１株
当たり当期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めて
います。なお、株式付与ESOP信託口が所有する期末自己株式数は前連結会計年度183,100株、
当連結会計年度177,600株で、期中平均株式数は前連結会計年度185,004株、当連結会計年度
179,962株です。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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