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四 半 期 報 告 書

１ 本書は四半期報告書を金融商品取引法第27条の30の２に規定する開

示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁

を付して出力・印刷したものであります。

２ 本書には、上記の方法により提出した四半期報告書に添付された四

半期レビュー報告書及び上記の四半期報告書と同時に提出した確認書

を末尾に綴じ込んでおります。
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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74期

第２四半期
連結累計期間

第75期
第２四半期
連結累計期間

第74期

会計期間
自 2020年４月１日
至 2020年９月30日

自 2021年４月１日
至 2021年９月30日

自 2020年４月１日
至 2021年３月31日

売上高 (千円) 4,804,874 5,148,879 11,122,609

経常利益 (千円) 212,630 178,926 633,830

親会社株主に帰属する四半期(当
期)純利益

(千円) 139,738 187,132 379,504

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 248,830 123,350 478,249

純資産額 (千円) 10,009,292 9,798,620 9,669,451

総資産額 (千円) 14,125,024 13,521,684 14,547,360

１株当たり四半期(当期)純利益
金額

(円) 22.30 35.31 60.94

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 (％) 70.9 72.5 66.5

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 647,483 355,238 1,212,634

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △84,900 △31,307 △289,061

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △191,451 △135,246 △856,707

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 3,128,099 3,012,525 2,823,839

回次
第74期

第２四半期
連結会計期間

第75期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 2020年７月１日
至 2020年９月30日

自 2021年７月１日
至 2021年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 9.40 15.67

(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．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期

首から適用しており、当第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等に

ついては、当該会計基準等を適用した後の指標等となっています。

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２四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。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２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識し

ている主要なリスクの発生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 【経営者による財政状態、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。

当社グループは、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計

基準」という。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用しています。この結果、前第２四半期連結累計期間

と収益の会計処理が異なることから、以下の財政状態及び経営成績に関する説明において前年同期増減及び比率を

記載せず説明しています。

(１) 財政状態及び経営成績の状況

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の感染再拡大による緊急事態宣言

の再発出が実施されるなど、社会活動・経済活動は引き続き制限を受け、市況は、依然として先行きが不透明な状

況となっています。

このような厳しい環境のなか、当社グループは、引き続き新型コロナウイルス感染予防と拡大防止を行いつつ、

各原材料の価格高騰・調達不安が発生しているなかで、種々のコスト削減、ＢＣＰ体制の強化、代替原料の検討等

を行うとともに、環境対応型製品の開発強化、各工場の競争力の強化、事業部間の連携強化等を行い顧客のニーズ

に沿った製品の開発及び安定供給に努めてきました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の経営成績は、売上高51億48百万円(前年同期48億４百万円）、営業利益

１億66百万円（同 ２億円）、経常利益１億78百万円（同 ２億12百万円）、親会社株主に帰属する四半期純利益

１億87百万円（同 １億39百万円）となりました。

セグメント別の経営成績は次のとおりです。

＜塗料販売事業＞

道路用塗料は、昨年は伸長したインフラ補修関連製品の出荷は減少しましたが、官公庁の工事関連の発注が堅調

に推移し路面標示用塗料及び施工機械の売上は伸長しました。床用塗料においては、一部生産休止をしている製造

工場で床の塗替え需要が発生し特に従業員が施工しやすい塗料の出荷が伸長しました。建築用塗料においては、７

月８月の各地での大雨の影響及びいまだ民間需要の回復傾向が鈍く売上は停滞しました。家庭用塗料においては、

破産手続開始をした取引先の顧客への早期対応を行い売上確保に努めました。

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、48億16百万円（前年同期46億71百万円）とな

りました。

＜施工事業＞

塗床工事については継続した新規顧客の開拓により受注案件を増やしています。また、子会社アトムテクノスで

の当第２四半期会計期間に舗装工事関連の売上を計上しています。

この結果、当第２四半期連結累計期間の施工事業の売上高は３億32百万円（前年同期１億33百万円）となりまし

た。

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10億25百万円減少し、135億21百万円とな

りました。これは主に、現金及び預金で１億88百万円増加したものの、受取手形、売掛金及び契約資産で７億７百

万円、仕掛品で３億16百万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11億54百万円減少し、37億23百万円となりま

した。これは主に、支払手形及び買掛金で３億85百万円、電子記録債務で１億44百万円、賞与引当金で２億20百万
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円、流動負債のその他で２億73百万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１億29百万円増加し、97億98百万円となり

ました。これは主に、その他有価証券評価差額金で63百万円減少したものの、親会社株主に帰属する四半期純利益

で１億87百万円増加したためです。

(２) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下、資金という）の残高は30億12百万円で、前連結会計

年度末より１億88百万円増加しました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりです。

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３億55百万円（前年同期は、６億47百万円獲得）となりました。これは主

に、賞与引当金の減少で２億20百万円、仕入債務の減少により５億29百万円減少したものの、売上債権の減少で

10億58百万円増加したためです。

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31百万円（同 84百万円使用）となりました。これは主に、投資有価証券の

売却による収入で２億５百万円増加したものの、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出で２億37百万

円減少したためです。

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１億35百万円（同 １億91百万円使用）となりました。これは主に、長期借

入金の返済で33百万円、配当金の支払で83百万円、リース債務の返済による支出で18百万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２四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２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は86百万円です。

なお、当第２四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四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。
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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２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2021年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2021年11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 7,242,000 7,242,000
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）
単元株式数 100株

計 7,242,000 7,242,000 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【その他の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) 【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)

2021年７月１日～
2021年９月30日

― 7,242,000 ― 1,040,000 ― 680,400
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(5) 【大株主の状況】

2021年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数
の割合(％)

アトミクス取引先持株会 東京都板橋区舟渡３－９－６ 878 15.71

東京中小企業投資育成株式会社 東京都渋谷区渋谷３－29－22 700 12.52

株式会社日本カストディ銀行(信
託口４)

東京都中央区晴海１－８－12 321 5.74

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（株式付与ＥＳＯＰ信
託口・75715口）

東京都港区浜松町２－11－３ 285 5.09

西川 正洋 神奈川県逗子市 280 5.01

ナラサキライン株式会社 北海道勇払郡むかわ町大成１－40 134 2.40

東洋テック株式会社 大阪府大阪市浪速区桜川１－７－18 126 2.25

アトミクス社員持株会 東京都板橋区舟渡３－９－６ 109 1.95

楠本化成株式会社 東京都千代田区内神田１－11－13 106 1.89

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町２－11－３ 106 1.89

計 － 3,046 54.50

(注) １. 所有株式数は、千株未満を切り捨てて記載しています。

２. 所有株式数の割合は小数点以下第３位を切り捨てて記載しています。

３. 上記のほか自己株式 1,652千株を保有しています。

４．「発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合」の自己株式は、日本マスタートラス

ト信託銀行株式会社（株式付与ESOP信託口）が所有する 285千株を除いた、1,652千株を控除して算出して

います。

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2021年９月30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 1,652,600 ― 単元株式数 100株

完全議決権株式(その他) 普通株式 5,588,400 55,884 同 上

単元未満株式 普通株式 1,000 ― ―

発行済株式総数 7,242,000 ― ―

総株主の議決権 ― 55,884 ―

（注）１．「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与ESOP

信託口）が所有する当社株式285,000株（議決権 2,850個）が含まれています。

２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式 44株が含まれています。
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② 【自己株式等】

2021年９月30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 東京都板橋区舟渡三丁目９番６号 1,652,600 ― 1,652,600 22.81

計 ― 1,652,600 ― 1,652,600 22.81

（注）日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与ESOP信託口）が保有している当社株式 285,000株は、上記

自己株式数には含まれていません。

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」 (2007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２四半期連結会計期間(2021年７月１日から2021年

９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2021年４月１日から2021年９月30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。
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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
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,823,839 3,012,525

受取手形及び売掛金 3,227,993 －

受取手形、売掛金及び契約資産 － 2,520,753

電子記録債権 654,936 686,214

商品及び製品 1,101,143 1,057,030

仕掛品 489,498 173,242

原材料及び貯蔵品 514,007 521,471

その他 18,519 43,382

貸倒引当金 △623 △2,662

流動資産合計 8,829,315 8,011,959

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,089,059 1,079,666

土地 2,895,299 2,895,299

その他（純額） 382,469 352,968

有形固定資産合計 4,366,828 4,327,934

無形固定資産 348,183 366,436

投資その他の資産

その他 1,026,052 884,788

貸倒引当金 △23,019 △69,434

投資その他の資産合計 1,003,033 815,353

固定資産合計 5,718,045 5,509,725

資産合計 14,547,360 13,521,684

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,343,830 958,460

電子記録債務 1,414,807 1,270,543

短期借入金 163,610 160,000

未払法人税等 164,227 91,150

賞与引当金 299,469 79,315

返品調整引当金 2,616 －

その他 798,915 525,722

流動負債合計 4,187,478 3,085,192

固定負債

長期借入金 135,000 105,000

役員退職慰労引当金 84,622 74,680

株式給付引当金 95,308 98,621

退職給付に係る負債 286,488 279,848

資産除去債務 43,104 43,332

その他 45,907 36,388

固定負債合計 690,431 637,871

負債合計 4,877,909 3,723,063
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021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 740,308 740,308

利益剰余金 8,633,192 8,820,463

自己株式 △1,011,609 △1,005,929

株主資本合計 9,401,892 9,594,842

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 265,483 201,999

退職給付に係る調整累計額 2,075 1,778

その他の包括利益累計額合計 267,559 203,777

純資産合計 9,669,451 9,798,620

負債純資産合計 14,547,360 13,521,684
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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 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

売上高

商品及び製品売上高 4,671,350 4,816,143

工事売上高 133,524 332,736

売上高合計 4,804,874 5,148,879

売上原価

商品及び製品売上原価 3,187,744 3,371,758

工事売上原価 111,466 258,550

売上原価合計 3,299,210 3,630,308

売上総利益 1,505,664 1,518,570

販売費及び一般管理費 ※1 1,304,850 ※1 1,352,239

営業利益 200,813 166,330

営業外収益

受取利息 11 4

受取配当金 6,520 6,895

為替差益 880 392

その他 6,307 6,641

営業外収益合計 13,719 13,933

営業外費用

支払利息 1,902 1,337

営業外費用合計 1,902 1,337

経常利益 212,630 178,926

特別利益

固定資産売却益 150 3

投資有価証券売却益 － 112,714

特別利益合計 150 112,717

特別損失

固定資産除却損 30 418

特別損失合計 30 418

税金等調整前四半期純利益 212,749 291,225

法人税、住民税及び事業税 42,182 78,191

法人税等調整額 30,828 25,902

法人税等合計 73,011 104,093

四半期純利益 139,738 187,132

（内訳）

親会社株主に帰属する四半期純利益 139,738 187,132

非支配株主に帰属する四半期純利益 － －

　



― 11 ―

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021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 108,544 △63,484

退職給付に係る調整額 547 △297

その他の包括利益合計 109,092 △63,781

四半期包括利益 248,830 123,350

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 248,830 123,350

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 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021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 212,749 291,225

減価償却費 152,641 162,243

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,793 48,454

賞与引当金の増減額（△は減少） △40,260 △220,154

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,192 △9,941

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 5,810 △6,640

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減
少）

793 △431

株式給付引当金の増減額（△は減少） 8,644 8,992

受取利息及び受取配当金 △6,531 △6,899

支払利息 1,902 1,337

為替差損益（△は益） 3 △1

固定資産売却損益（△は益） △150 △3

固定資産除却損 30 418

投資有価証券売却損益（△は益） － △112,714

売上債権の増減額（△は増加） 901,924 1,058,539

棚卸資産の増減額（△は増加） △415,313 61,207

仕入債務の増減額（△は減少） △329,841 △529,634

その他 220,313 △250,720

小計 714,116 495,278

利息及び配当金の受取額 6,531 6,899

利息の支払額 △1,899 △1,324

法人税等の支払額 △71,265 △145,615

営業活動によるキャッシュ・フロー 647,483 355,238

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 △69,553 △128,337

有形固定資産の売却による収入 0 169

無形固定資産の取得による支出 △15,347 △109,020

投資有価証券の売却による収入 － 205,881

投資活動によるキャッシュ・フロー △84,900 △31,307

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 100,000 100,000

短期借入金の返済による支出 △100,000 △100,000

長期借入金の返済による支出 △72,930 △33,610

配当金の支払額 △98,247 △83,216

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △20,274 △18,420

財務活動によるキャッシュ・フロー △191,451 △135,246

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3 1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 371,128 188,686

現金及び現金同等物の期首残高 2,756,971 2,823,839

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1 3,128,099 ※1 3,012,525
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）

等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財

又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。

１．工事契約

工事契約に関して、従来は工事完成基準を適用していましたが、財又はサービスの支配が顧客に一定の期間にわ

たり移転する場合には、当該財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり

収益を認識する方法に変更しています。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生し

た工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っています。なお、契約における取引開始日

から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間が短く、請負金額に重要性が低い契約については代替

的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識していま

す。

２．請求済未出荷契約

請求済未出荷契約に関して、従来は支配が顧客に移転する前に収益を認識していましたが、支配が顧客に移転し

た時点で収益を認識する方法に変更しました。

３．返品調整引当金

返品調整引当金に関して、従来は売上総利益相当額に基づいて流動負債に計上していましたが、返品されると見

込まれる商品及び製品についての売上高及び売上原価相当額を認識しない方法に変更しており、返金負債を流動負

債の「その他」及び返品資産を流動資産の「その他」に含めて表示しています。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半期連

結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。ただし、収益認識

会計基準第86項に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとん

どすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用していません。また、収益認識会計基準第86項

また書き(1)に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、す

べての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を第１四半期連結会計期間

の期首の利益剰余金に加減しています。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は386,643千円減少し、売上原価は246,504千円減少し、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140,138千円減少しています。また、利益剰余金の当期首

残高は83,978千円増加しています。

収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた

「受取手形及び売掛金」は、第１四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示するこ

ととしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新た

な表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12

号 2020年３月31日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第２四半期連結累計期間に係る顧客との契

約から生じる収益を分解した情報を記載していません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準

等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。なお、四半期連結財務諸表に与える

影響はありません。
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(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２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日　至 2021年９月30日)

(税金費用の計算）

連結子会社の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。

(追加情報)

当第２四半期連結累計期間
（自 2021年４月１日　至 2021年９月30日）

（新型コロナウイルス感染症に伴う会計上の見積りについて）

当感染症の収束時期等を合理的に予測することは未だ困難な状況ですが、当社グループにおける会計上の見積り

の仮定は、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した内容から大きな変更はありません。

(四半期連結損益及び包括利益計算書関係)

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりです。

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)

給料及び手当 408,767 408,968

貸倒引当金繰入額 △3,793 48,454

賞与引当金繰入額 53,810 41,676

退職給付費用 14,431 13,430

役員退職慰労引当金繰入額 5,192 5,772

運賃 316,484 318,927
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)

現金及び預金勘定 3,128,099 3,012,525

現金及び現金同等物 3,128,099 3,012,525

(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30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

2020年６月26日
定時株主総会

普通株式 98,516 15 2020年３月31日 2020年６月29日 利益剰余金

(注)2020年６月26日定時株主総会による配当金の総額には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与ESOP

信託口）が保有する自社の株式に対する配当金4,593千円が含まれています。

当第２四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30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

2021年６月29日
定時株主総会

普通株式 83,840 15 2021年３月31日 2021年６月30日 利益剰余金

(注)2021年６月30日定時株主総会による配当金の総額には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与ESOP

信託口）が保有する自社の株式に対する配当金 4,420千円が含まれています。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30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 4,671,350 133,524 4,804,874 4,804,874

セグメント間の内部売上高
又は振替高

46,056 － 46,056 46,056

計 4,717,407 133,524 4,850,931 4,850,931

セグメント利益 374,491 300 374,792 374,792

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 374,792

全社費用（注） △173,978

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益 200,813

(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。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30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 4,816,143 332,736 5,148,879 5,148,879

セグメント間の内部売上高
又は振替高

8,975 － 8,975 8,975

計 4,825,118 332,736 5,157,855 5,157,855

セグメント利益 312,327 53,561 365,888 365,888
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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 365,888

全社費用（注） △199,557

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益 166,330

(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

会計方針の変更に記載のとおり、第１四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に

関する会計処理方法を変更したため、報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の算定方法を同様に変更して

います。当該変更により、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の塗料販売事業の売上高は7,345千円減

少し、セグメント利益は1,398千円減少し、施工事業の売上高は379,298千円減少、セグメント利益は138,740千円減

少しています。
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（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当第２四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年９月30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

一時点で移転される財及びサービス 4,735,045 128,246 4,863,291 4,863,291

一定の期間にわたり移転される財及びサ
ービス

81,098 204,489 285,587 285,587

顧客との契約から生じる収益 4,816,143 332,736 5,148,879 5,148,879

外部顧客への売上高 4,816,143 332,736 5,148,879 5,148,879

(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２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額（円） 22.30 35.31

(算定上の基礎)

親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円） 139,738 187,132

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四半期純利益金
額(千円)

139,738 187,132

普通株式の期中平均株式数(千株) 6,264 5,298

（注）１．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。

２．株主資本において自己株式として計上されている日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与

ESOP信託口）に残存する自社の株式は、１株当たり四半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、１株当たり四半期純利益金額の算定上、控除した当

該自己株式の期中平均株式数は、前第２四半期連結累計期間が303,175株、当第２四半期連結累計期間が

290,508株です。

（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。

　



独立監査人の四半期レビュー報告書

2021年11月11日

アトミクス株式会社

取締役会 御中

監査法人 保森会計事務所

東京都港区

代表社員
業務執行社員

公認会計士 山 﨑 貴 史 印

　

代表社員
業務執行社員

公認会計士 笹 部 秀 樹 印

監査人の結論

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2021年４月１日から2022年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（2021年７月１日から

2021年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年９月30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、四半期連結キャッシュ・フロー計

算書及び注記について四半期レビューを行った。

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2021年９月30日現在の

財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表

示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

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。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人

の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社か

ら独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、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基づ

いて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

　



四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書にお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。

監査人は、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従って、四半期レビューの過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 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する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。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。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性

が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、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、適正に表示されていないと信じさせる事項が認

められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビ

ュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連

結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明するこ

とが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事

象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、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いないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半

期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して

いないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手す

る。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人

は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の

重要な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセ

ーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子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）が別途保管しています。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

　



【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年11月12日

【会社名】 アトミクス株式会社

【英訳名】 ATOMIX CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 神保 敏和

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。

【本店の所在の場所】 東京都板橋区舟渡三丁目９番６号

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

　



１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長 神保敏和は、当社の第75期第２四半期（自 2021年７月１日 至 2021年９月30日）の四半期

報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。

　

２ 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。
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