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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83期

第３四半期
連結累計期間

第84期
第３四半期
連結累計期間

第83期

会計期間
自 平成24年10月１日
至 平成25年６月30日

自 平成25年10月１日
至 平成26年６月30日

自 平成24年10月１日
至 平成25年９月30日

売上高 (千円) 2,602,814 3,175,699 3,602,748

経常利益 (千円) 49,305 231,591 108,426

四半期(当期)純利益 (千円) 43,843 186,225 94,406

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 114,325 173,317 165,911

純資産額 (千円) 2,253,770 2,470,967 2,305,356

総資産額 (千円) 4,405,846 4,718,910 4,376,172

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 19.08 81.03 41.08

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― 80.98 ―

自己資本比率 (％) 51.2 52.4 52.7
 

 

回次
第83期

第３四半期
連結会計期間

第84期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日

自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 1.58 14.63
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、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．第83期第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につきましては、希薄化効果

を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

４．第83期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につきましては、希薄化効果を有している潜在株式が存

在しないため、記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第３四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）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３四半期連結累計期間における、本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、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、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」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

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、本四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）

が判断したものであります。

　

（１）経営成績の分析

当第３四半期連結累計期間における我が国の経済は、米国を中心として回復傾向にある海外経済と政府

による経済対策や金融政策への期待感を受けて緩やかな景気回復基調で推移いたしました。しかしなが

ら、新興国の景気減速による世界経済の下振れが懸念要因となっております。

このような中、当社グループの主要販売先である住宅設備業界及び生産設備業界での投資改善意欲が継

続する方向となり、当第３四半期連結累計期間の売上高は3,175,699千円（前年同四半期比572,884千円

増）となりました。利益面につきましては、売上高の回復に加え一般管理費ほかの抑制などにより経常利

益は231,591千円（前年同四半期比182,285千円増）、四半期純利益は186,225千円（前年同四半期比

142,382千円増）となりました。　　

（２）財政状況の分析

　（資産）

　当第３四半期連結会計期間末における資産合計は前連結会計年度末に比べ342,737千円増の4,718,910千

円となりました。流動資産は現金及び預金が377,112千円増加したこと等により2,324,350千円となりまし

た。固定資産は投資有価証券が76,136千円減少したこと等により2,394,560千円となりました。

   （負債）

　当第３四半期連結会計期間末における負債合計は前連結会計年度末に比べ177,126千円増の2,247,942千

円となりました。流動負債は支払手形及び買掛金が122,956千円増加したことにより1,230,007千円となり

ました。固定負債は社債が18,500千円減少したことより1,017,934千円となりました。

   （純資産）

　当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は前連結会計年度末に比べ165,611千円増の2,470,967

千円となりました。株主資本合計は利益剰余金が178,519千円増加したことにより2,435,397千円となりま

した。

 
（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当連結会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３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は117,328千円であります。
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（５）重要な設備の新設等

前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設等について、当第３四半期累計期間に著し

い変更があったものは、次のとおりであります。

会
社
名

事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の内容
 

変更の内容
 

提
出
会
社

グローバル生産管理本
部　（神奈川県相模原市

緑区）

工業用プラス
チック部品事業

プラスチック
製品の製造設

備
平成26年9月の完了予定が翌期に変更になっております。
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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 6,400,000

計 6,400,000
 

 

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26年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年８月11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 2,298,500 2,315,000
東京証券取引所

JASDAQ
（スタンダード）

単元株式数は100株であります

計 2,298,500 2,315,000 ― ―
 

（注）1. 第３四半期会計期間から提出日までの普通株式の増加は新株予約権の行使によるものであります。

　　　2.「提出日現在発行数」には、平成26年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれておりません。

(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26年４月１日～
平成26年６月30日

― 2,298 ― 460,421 ― 380,421
 

 

 

(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。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成26年６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

100
―

権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式
2,298,100

22,981 同上

単元未満株式
普通株式

300
― 同上

発行済株式総数 2,298,500 ― ―

総株主の議決権 ― 22,981 ―
 

(注) １　当第３四半期会計期間末日現在の「発行済株式」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26年３月31日)に基づく株主名簿による記載をして

おります。

２ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が100株（議決権１個）含ま

れております。

② 【自己株式等】

  平成26年６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(％)

（自己保有株式）
株式会社ニックス

神奈川県横浜市西区
みなとみらい2-3-3

クイーンズタワーＢ8Ｆ
100 ― 100 0

計 ― 100 ― 100 0
 

(注)　株主名簿上は、当社名義株式が126株あり、当該株式は「完全議決権株式（自己株式等）」欄の普通株式に

100株、「単元未満株式」欄に26株含めております。
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２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は下記の通りです。

 
（1）新任役員

　 該当事項はありません。

 
（2）退任役員

　 該当事項はありません。

 
（3）役職の異動

 
新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

代表取締役社長　兼
Ｒ＆Ｄセンター長

代表取締役社長 青木　一英 平成26年１月15日
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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」(平成

19年内閣府令第64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３四半期連結会計期間(平成26年４月１

日から平成26年６月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年10月１日から平成26年６月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、東陽監査法人による四半期レビューを受けております。
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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
(平成25年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 797,472 1,174,585

受取手形及び売掛金 763,635 773,925

商品及び製品 156,868 205,055

仕掛品 40,421 39,499

原材料及び貯蔵品 52,425 55,790

前払費用 27,552 14,405

繰延税金資産 63,293 31,979

その他 20,553 29,109

流動資産合計 1,922,223 2,324,350

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,793,066 1,795,375

減価償却累計額 △975,298 △1,012,120

建物及び構築物（純額） 817,767 783,254

その他 2,300,120 2,320,645

減価償却累計額 △2,175,263 △2,163,177

その他（純額） 124,856 157,467

土地 1,286,541 1,286,541

建設仮勘定 2,333 8,448

有形固定資産合計 2,231,498 2,235,712

無形固定資産 3,810 24,160

投資その他の資産

投資有価証券 97,166 21,029

その他 132,532 117,132

貸倒引当金 △11,058 △3,474

投資その他の資産合計 218,640 134,687

固定資産合計 2,453,949 2,394,560

資産合計 4,376,172 4,718,910
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 533,349 656,305

短期借入金 227,686 212,724

1年内償還予定の社債 145,000 167,000

未払金 44,049 44,108

未払法人税等 14,449 20,378

その他 73,400 129,491

流動負債合計 1,037,934 1,230,007

固定負債

社債 140,000 121,500

長期借入金 120,770 119,820

繰延税金負債 459,349 450,474

退職給付引当金 184,053 190,159

役員退職慰労引当金 104,555 89,260

その他 24,153 46,720

固定負債合計 1,032,881 1,017,934

負債合計 2,070,816 2,247,942

純資産の部

株主資本

資本金 460,421 460,421

資本剰余金 380,421 380,421

利益剰余金 1,416,091 1,594,610

自己株式 △56 △56

株主資本合計 2,256,878 2,435,397

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,979 3,715

為替換算調整勘定 44,497 31,853

その他の包括利益累計額合計 48,477 35,569

純資産合計 2,305,356 2,470,967

負債純資産合計 4,376,172 4,718,910
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年10月１日
　至 平成25年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年10月１日
　至 平成26年６月30日)

売上高 2,602,814 3,175,699

売上原価 1,432,397 1,752,390

売上総利益 1,170,416 1,423,308

販売費及び一般管理費 1,147,606 1,207,134

営業利益 22,810 216,174

営業外収益

受取利息 3,105 1,119

受取配当金 605 628

不動産賃貸料 6,891 7,908

為替差益 1,513 10,656

投資有価証券評価損戻入益 19,250 －

投資有価証券売却益 － 7,115

保険解約返戻金 12,333 －

その他 2,128 4,777

営業外収益合計 45,827 32,204

営業外費用

支払利息 7,294 5,623

債権売却損 4,841 5,425

不動産賃貸費用 2,163 3,124

社債発行費 2,119 809

その他 2,915 1,803

営業外費用合計 19,332 16,787

経常利益 49,305 231,591

特別利益

固定資産売却益 － 355

特別利益合計 － 355

特別損失

固定資産除却損 － 184

特別損失合計 － 184

税金等調整前四半期純利益 49,305 231,762

法人税、住民税及び事業税 12,682 22,893

法人税等調整額 △7,220 22,643

法人税等合計 5,462 45,537

少数株主損益調整前四半期純利益 43,843 186,225

少数株主利益 － －

四半期純利益 43,843 186,225

EDINET提出書類

株式会社ニックス(E02494)

四半期報告書

12/18



【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年10月１日
　至 平成25年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年10月１日
　至 平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 43,843 186,225

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 5,053 △264

繰延ヘッジ損益 △495 －

為替換算調整勘定 57,270 △13,480

持分法適用会社に対する持分相当額 8,653 836

その他の包括利益合計 70,482 △12,908

四半期包括利益 114,325 173,317

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 114,325 173,317

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。な

お、第３四半期連結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３四半期連結累計期間　　　　　　　　　　　　
（自　平成24年10月1日　至　平成25年６月30日）

　当第３四半期連結累計期間　　　　　　　　　　　　
（自　平成25年10月1日　至　平成26年６月30日）

減価償却費　　　　　　　　113,571千円 減価償却費　　　　　　　　　86,316千円
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(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自 平成24年10月１日 至 平成25年６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

平成24年12月22日
定時株主総会

普通株式 34,475 15 平成24年９月30日 平成24年12月25日 利益剰余金
 

　なお、平成24年９月期期末配当（15円00銭）の内訳につきましては、普通配当12円00銭、創立記念配当3

円00銭となっております。

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。　

 

３．株主資本の著しい変動

　株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。　

 

当第３四半期連結累計期間(自 平成25年10月１日 至 平成26年６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

平成25年12月21日
定時株主総会

普通株式 27,580 12 平成25年９月30日 平成25年12月24日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。　

 

３．株主資本の著しい変動

　株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。　
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

 前第３四半期連結累計期間(自 平成24年10月１日 至 平成25年６月30日)及び当第３四半期連結

累計期間（自　平成25年10月１日　至　平成26年６月30日）

当社グループにおいては工業用プラスチック部品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並びに潜在株式調整後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。

 

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年10月１日
至 平成25年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年10月１日
至 平成26年６月30日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 19円08銭 81円03銭

    (算定上の基礎)   

   四半期純利益金額(千円) 43,843 186,225

   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) 43,843 186,225

   普通株式の期中平均株式数(千株) 2,298 2,298

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ― 80円98銭

    (算定上の基礎)   

   四半期純利益調整額(千円) ― ―

   (うち支払利息(税額相当額控除後)) ― ―

   普通株式増加数(千株) ― 1

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

― ―

 

(注）１　前第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につきましては、希薄化効果を

有している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】

　　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。
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東 陽 監 査 法 人

指定社員
業務執行社員

 公認会計士 金野　栄太郎 印

指定社員
業務執行社員

 公認会計士 安達　則嗣 　 印

独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成26年８月７日

株式会社ニックス

 取締役会 御中

　

 

　

 

 
 

　

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」に掲げられている株
式会社ニックスの平成25年10月１日から平成26年９月30日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間
（平成26年４月１日から平成26年６月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成25年10月１日から平成
26年６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、四半期連結損益計算
書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結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。
　
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連結財務

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、株式会社ニックス及び連結子会社の平成26
年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結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。
　
その他の事項　
　会社の平成25年９月30日をもって終了した前連結会計年度の第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結
累計期間に係る四半期連結財務諸表並びに前連結会計年度の連結財務諸表は、それぞれ、前任監査人によっ
て四半期レビュー及び監査が実施されている。前任監査人は、当該四半期連結財務諸表に対して平成25年８
月12日付けで無限定の結論を表明しており、また、当該連結財務諸表に対して平成25年12月24日付けで無限
定適正意見を表明している。
　
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。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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