
２．四半期財務諸表及び主な注記

(1) 四半期貸借対照表

    (単位：千円) 

 
前事業年度 

(令和元年６月30日) 
当第３四半期会計期間 
(令和２年３月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 4,657,816 4,604,802 

受取手形及び売掛金 2,052,937 2,126,840 

電子記録債権 385,013 406,944 

商品 450,362 588,236 

貯蔵品 20,143 15,596 

その他 26,666 25,243 

貸倒引当金 △243 △253 

流動資産合計 7,592,695 7,767,410 

固定資産    

有形固定資産    

建物（純額） 897,283 1,198,741 

工具、器具及び備品（純額） 123,752 135,849 

土地 1,161,285 1,161,285 

その他（純額） 251,573 12,186 

有形固定資産合計 2,433,895 2,508,063 

無形固定資産 24,726 24,296 

投資その他の資産    

投資有価証券 1,795,028 2,078,299 

その他 154,571 180,651 

貸倒引当金 △194 △3,312 

投資損失引当金 △28,933 △28,933 

投資その他の資産合計 1,920,472 2,226,704 

固定資産合計 4,379,093 4,759,064 

資産合計 11,971,789 12,526,475 
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    (単位：千円) 

 
前事業年度 

(令和元年６月30日) 
当第３四半期会計期間 
(令和２年３月31日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 678,252 719,382 

電子記録債務 1,689,648 1,924,278 

未払法人税等 129,510 106,490 

製品補償引当金 20,055 － 

賞与引当金 － 59,864 

その他 172,240 161,355 

流動負債合計 2,689,707 2,971,370 

固定負債    

退職給付引当金 157,252 152,785 

役員退職慰労引当金 211,345 219,782 

その他 2,600 2,600 

固定負債合計 371,198 375,167 

負債合計 3,060,906 3,346,538 

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 8,362,414 8,646,825 

自己株式 △64,554 △64,554 

株主資本合計 8,871,849 9,156,260 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 39,033 23,676 

評価・換算差額等合計 39,033 23,676 

純資産合計 8,910,882 9,179,936 

負債純資産合計 11,971,789 12,526,475 
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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30年７月１日 

 至 平成31年３月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 令和元年７月１日 
 至 令和２年３月31日) 

売上高 7,998,207 8,161,030 

売上原価 5,786,166 5,841,507 

売上総利益 2,212,040 2,319,523 

販売費及び一般管理費 1,657,361 1,708,057 

営業利益 554,678 611,465 

営業外収益    

受取利息 8,561 9,729 

受取配当金 2,372 2,719 

仕入割引 4,788 4,609 

その他 514 2,953 

営業外収益合計 16,236 20,012 

営業外費用    

為替差損 291 568 

貸倒引当金繰入額 － 2,886 

営業外費用合計 291 3,455 

経常利益 570,622 628,022 

特別利益 － － 

特別損失    

固定資産除却損 482 387 

特別損失合計 482 387 

税引前四半期純利益 570,140 627,635 

法人税、住民税及び事業税 194,650 211,875 

法人税等調整額 △11,991 △8,295 

法人税等合計 182,659 203,580 

四半期純利益 387,481 424,054 
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(3) 四半期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。 

 

アトムリビンテック㈱（3426）令和２年６月期　第３四半期決算短信（非連結）

－　7　－


	令和2年6月期 第3四半期決算短信（01 サマリー情報）
	令和2年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）添付資料
	令和2年6月期 第3四半期決算短信（02 定性的情報）
	令和2年6月期 第3四半期決算短信（03 財務諸表）
	令和2年6月期 第3四半期決算短信（04 注記事項）




