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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58期 

第３四半期累計期間 
第59期 

第３四半期累計期間 
第58期 

会計期間 
自平成23年７月１日 

至平成24年３月31日 
自平成24年７月１日 

至平成25年３月31日 
自平成23年７月１日 

至平成24年６月30日 

売上高 (千円) 5,530,965 6,365,819 7,346,309 

経常利益 (千円) 274,960 439,402 318,390 

四半期(当期)純利益 (千円) 317,341 260,330 344,486 

持分法を適用した場合 

の投資利益 
(千円) － － － 

資本金 (千円) 300,745 300,745 300,745 

発行済株式総数 (千株) 4,105 4,105 4,105 

純資産額 (千円) 7,064,952 7,272,024 7,085,820 

総資産額 (千円) 8,034,582 8,485,251 8,034,511 

１株当たり四半期(当期) 

純利益金額 
(円) 79.54 65.25 86.34 

潜在株式調整後１株当たり 

四半期(当期)純利益金額 
(円) － － － 

１株当たり配当額 (円) 10.00 10.00 20.00 

自己資本比率 (％) 87.9 85.7 88.2 

          

回次 
第58期 

第３四半期会計期間 
第59期 

第３四半期会計期間 
  

会計期間 
自平成24年１月１日 

至平成24年３月31日 
自平成25年１月１日 

至平成25年３月31日 
  

１株当たり四半期純利益金額 (円) 29.14 20.12   

(注)１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。 
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 
３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。 
４．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おり

ません。 

２【事業の内容】 

当第３四半期累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容に

重要な変更はありません。 

また、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３四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、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の重要な変更はありません。 

２【経営上の重要な契約等】 

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

３【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、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。 

(1) 経営成績の分析 

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要の顕在化や海外経済の回復に

伴う輸出の増加などに支えられ、後退局面から転じて緩やかな持ち直しの動きとなりつつある中、新政権の

推進する積極的な経済政策及び金融緩和を背景とした円安・株高基調により、景気回復への期待感は増嵩拡

大するものの、実体経済への具体的な波及は今後に持ち越しており、更には電力供給の制約、資源価格の高

騰、新興国経済の成長鈍化などの懸念すべき問題も多く、景気の先行きに対する不透明感は依然として拭い

去れない状況の下で推移いたしました。 

当社の関連する住宅市場におきましては、被災地における復興住宅の着工増加や各種住宅取得支援制度の

効果を背景として、新設住宅着工戸数に緩やかな回復の動きが見られたものの、雇用・所得環境には厳しさ

が残存しているなど、経済情勢に同じく、本格的な市場の回復には未だ至らない水準で推移いたしました。 

このような状況の下、当社は今期を初年度とする「第８次中期経営計画」（第59期～第61期）において

「次世代に向けた企画開発力の向上」を基本方針に掲げ、住宅関連産業における企画開発型企業として、市

場ニーズに応えるものづくりを推進し、併せて全方位のお客様に対する積極的な営業活動に最大の努力を傾

注するとともに、販売費及び一般管理費の圧縮など、調整かつ管理可能な諸施策を講じて参りました。とり

わけ、ソフトクローズ機構をさまざまな分野に導入した商品群の充実強化と市場への浸透、販路拡大に取り

組んで参りました結果、当第３四半期累計期間の業績は売上高6,365百万円（前年同期比15.1％増）、営業

利益411百万円（前年同期比77.5％増）、経常利益439百万円（前年同期比59.8％増）、四半期純利益260百

万円（前年同期比18.0％減）となりました。 

(2) 財政状態の分析 

当第３四半期末の資産総額は8,485百万円となり、前事業年度末に比べ450百万円増加となりました。主な

内容は、受取手形及び売掛金が328百万円増加したこと等によるものです。 

負債につきましては1,213百万円となり、前事業年度末に比べ264百万円増加となりました。主な内容は、

買掛金が109百万円増加、未払法人税等が144百万円増加したこと等によるものです。 

純資産につきましては7,272百万円となり、前事業年度末に比べ186百万円増加となりました。主な内容

は、配当金支払で79百万円減少しましたが、第３四半期累計期間における四半期純利益で260百万円増加し

たこと等によるものです。 
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(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第３四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じ

た課題はありません。 

(4) 研究開発活動 

当第３四半期累計期間における研究開発費の総額は90百万円であります。 

なお、当第３四半期累計期間において、当社の研究開発活動について重要な変更はありません。 
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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 15,420,000 

計 15,420,000 

②【発行済株式】 

種類 
第３四半期会計期間末 
現在発行数（株） 
(平成25年３月31日) 

提出日現在発行数（株） 
（平成25年５月13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 4,105,000 4,105,000 
大阪証券取引所 
ＪＡＳＤＡＱ 

（スタンダード） 

単元株式数 
100株 

計 4,105,000 4,105,000 － － 

(2)【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)【ライツプランの内容】 
該当事項はありません。 

(5)【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 
（千株） 

発行済株式 
総数残高 
（千株） 

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） 

平成25年１月１日～ 
平成25年３月31日 

－ 4,105 － 300,745 － 273,245
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(6)【大株主の状況】 
当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

(7)【議決権の状況】 
当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないた

め、記載することができないことから、直前の基準日（平成24年12月31日）に基づく株主名簿による記載

をしております。 

①【発行済株式】 平成25年３月31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 115,100 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 3,989,600 39,896 － 

単元未満株式 普通株式 300 － － 

発行済株式総数 4,105,000 － － 

総株主の議決権 － 39,896 － 

（注）単元未満株式は、当社保有の自己株式17株が含まれております。 

②【自己株式等】 平成25年３月31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（％） 

（自己保有株式） 
アトムリビンテック株式会社

東京都台東区入谷
一丁目27番４号 

115,100 － 115,100 2.80 

計 － 115,100 － 115,100 2.80 

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】 

１．四半期財務諸表の作成方法について 
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年

内閣府令第63号）に基づいて作成しております。 

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３四半期会計期間（平成25年１月１日

から平成25年３月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成24年７月１日から平成25年３月31日まで）

に係る四半期財務諸表について、監査法人よつば綜合事務所による四半期レビューを受けております。 

３．四半期連結財務諸表について 
「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」（平成19年内閣府令第64号）第５条

第２項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の

項目から見て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断

を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。 
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１【四半期財務諸表】 
 (1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年６月30日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,877,674 1,799,806

受取手形及び売掛金 ※  1,855,191 ※  2,183,294

有価証券 99,891 566,100

商品 436,576 543,493

貯蔵品 － 13,300

その他 60,399 74,929

貸倒引当金 △2,788 △2,842

流動資産合計 4,326,944 5,178,082

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,053,776 1,029,564

工具、器具及び備品（純額） 88,839 99,325

土地 1,027,767 1,027,767

その他（純額） 2,007 1,437

有形固定資産合計 2,172,390 2,158,095

無形固定資産 13,255 10,077

投資その他の資産   

投資有価証券 1,345,518 991,696

その他 176,415 147,354

貸倒引当金 △12 △55

投資その他の資産合計 1,521,920 1,138,995

固定資産合計 3,707,566 3,307,169

資産合計 8,034,511 8,485,251

負債の部   

流動負債   

買掛金 406,608 516,129

未払法人税等 24,811 169,656

引当金 10,000 －

その他 134,265 175,590

流動負債合計 575,685 861,377

固定負債   

退職給付引当金 194,792 175,466

役員退職慰労引当金 177,612 175,783

その他 600 600

固定負債合計 373,004 351,849

負債合計 948,690 1,213,226
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年６月30日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 300,745 300,745

資本剰余金 273,245 273,245

利益剰余金 6,573,431 6,753,964

自己株式 △64,475 △64,475

株主資本合計 7,082,946 7,263,478

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,874 8,546

評価・換算差額等合計 2,874 8,546

純資産合計 7,085,820 7,272,024

負債純資産合計 8,034,511 8,485,251
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 (2)【四半期損益計算書】 
  【第３四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成23年７月１日 
  至 平成24年３月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年７月１日 
  至 平成25年３月31日) 

売上高 5,530,965 6,365,819

売上原価 3,996,011 4,546,094

売上総利益 1,534,953 1,819,725

販売費及び一般管理費 1,302,900 1,407,906

営業利益 232,052 411,818

営業外収益   

受取利息 8,711 7,250

受取配当金 426 1,263

仕入割引 16,803 19,184

有価証券償還益 16,200 －

その他 766 485

営業外収益合計 42,907 28,183

営業外費用   

有価証券償還損 － 600

営業外費用合計 － 600

経常利益 274,960 439,402

特別利益 － －

特別損失   

固定資産除却損 553 757

特別損失合計 553 757

税引前四半期純利益 274,407 438,645

法人税、住民税及び事業税 1,851 179,134

法人税等調整額 △44,784 △820

法人税等合計 △42,933 178,314

四半期純利益 317,341 260,330
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【会計方針の変更】 

（減価償却方法の変更） 

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年７月１日以後に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

これによる当第３四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

【注記事項】 

（四半期貸借対照表関係） 

※ 四半期会計期間末日満期手形 

四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、当四半期会計期間末日が金融機関の休日でしたが、

満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期会計期間末日満期手形の金額は、次のとお

りであります。 
  
    

前事業年度 
（平成24年６月30日） 

当第３四半期会計期間 
（平成25年３月31日） 

  受取手形 84,402千円 92,177千円 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累

計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。 
  
    

前第３四半期累計期間 
（自 平成23年７月１日 
至 平成24年３月31日） 

当第３四半期累計期間 
（自 平成24年７月１日 
至 平成25年３月31日） 

  減価償却費 110,416千円 113,079千円 

（株主資本等関係） 

Ⅰ 前第３四半期累計期間（自 平成23年７月１日 至 平成24年３月31日） 

配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の 
総額 

(百万円) 

１株当たり 
配当額 
(円) 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年９月27日 
定時株主総会 

普通株式 39 10.00 平成23年６月30日 平成23年９月28日 利益剰余金

平成24年１月30日 
取締役会 

普通株式 39 10.00 平成23年12月31日 平成24年３月９日 利益剰余金

Ⅱ 当第３四半期累計期間（自 平成24年７月１日 至 平成25年３月31日） 

配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の 
総額 

(百万円) 

１株当たり 
配当額 
(円) 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年９月25日 
定時株主総会 

普通株式 39 10.00 平成24年６月30日 平成24年９月26日 利益剰余金

平成25年１月30日 
取締役会 

普通株式 39 10.00 平成24年12月31日 平成25年３月８日 利益剰余金
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（セグメント情報等） 

前第３四半期累計期間（自 平成23年７月１日 至 平成24年３月31日）及び当第３四半期累計期間（自 
平成24年７月１日 至 平成25年３月31日） 

【セグメント情報】 

当社は、住宅用内装金物事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

（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、以下のとおりであります。 

  
前第３四半期累計期間 

（自 平成23年７月１日 
至 平成24年３月31日） 

当第３四半期累計期間 
（自 平成24年７月１日 
至 平成25年３月31日） 

１株当たり四半期純利益金額 79円54銭 65円25銭 

（算定上の基礎）     

四半期純利益金額（千円） 317,341 260,330 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 317,341 260,330 

普通株式の期中平均株式数（千株） 3,989 3,989 

（注）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おりま
せん。 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

２【その他】 

平成25年１月30日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

（イ）中間配当による配当金の総額 39,898千円 

（ロ）１株当たりの金額 10円00銭 

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日 平成25年３月８日 

（注）平成24年12月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行いました。 
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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。 
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独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成25年５月９日 

アトムリビンテック株式会社 
取締役会 御中 

  監査法人 よつば綜合事務所 
            
  指定社員 

公認会計士 神 門  剛 印  
  業務執行社員  
         
  指定社員 

公認会計士 高 屋  友 宏 印  
  業務執行社員  

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
トムリビンテック株式会社の平成24年７月１日から平成25年６月30日までの第59期事業年度の第３四半期

会計期間（平成25年１月１日から平成25年３月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成24年７月１日か
ら平成25年３月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び
注記について四半期レビューを行った。 
  
四半期財務諸表に対する経営者の責任 
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財務諸表の作成基準に準拠して四

半期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。 
  
監査人の責任 
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸

表に対する結論を表明することにある。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。 
四半期レビューにおいては、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して

実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。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。 
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。 

  
監査人の結論 
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財務諸表の作成基準に準拠して、アトムリビンテック株式会社の平成25年３月31

日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信
じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 
  
利害関係 
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）が別途保管しております。 
２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。 
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