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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89期

第２四半期
連結累計期間

第90期
第２四半期
連結累計期間

第89期

会計期間
自　2018年10月１日
至　2019年３月31日

自　2019年10月１日
至　2020年３月31日

自　2018年10月１日
至　2019年９月30日

売上高 （千円） 2,229,588 2,037,382 4,320,988

経常利益 （千円） 145,012 111,764 265,118

親会社株主に帰属する

四半期（当期）純利益
（千円） 112,716 89,201 219,834

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 101,643 87,728 188,603

純資産額 （千円） 3,481,669 3,609,901 3,568,628

総資産額 （千円） 5,480,073 5,529,577 5,319,985

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 48.53 38.40 94.64

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 63.5 65.3 67.1

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 188,540 225,407 309,464

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △18,725 △102,709 △80,624

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 14,869 111,401 △146,410

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
（千円） 1,601,050 1,724,217 1,487,900

 

回次
第89期

第２四半期
連結会計期間

第90期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自　2019年１月１日
至　2019年３月31日

自　2020年１月１日
至　2020年３月31日

１株当たり四半期純利益 （円） 43.39 20.31

（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．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、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）が営む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２四半期連結累計期間における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、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、新型コロナウイルス感染症による事業への影響については、今後の状況を注視してまいります。

 

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判断したものであります。

 

(1）経営成績の分析

　当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響によって、大幅に下押しさ

れており、厳しい状況となっております。また、世界経済も同様に大きな影響を受けており、依然として先行き不

透明な状況が続いております。

　このような中、当社グループの主要販売先である生産設備業界での製品需要が落ち込んだ影響等により、当第２

四半期連結累計期間の売上高は2,037,382千円（前年同期比192,206千円減）となりました。

　利益面につきましては、営業利益は89,183千円（前年同期比61,070千円減）、経常利益は111,764千円（前年同

期比33,247千円減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は89,201千円（前年同期比23,515千円減）となりまし

た。

 

(2）財政状態の分析

（資産）

　当第２四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209,592千円増加の5,529,577千円と

なりました。流動資産は現金及び預金が226,157千円増加し、電子記録債権が20,763千円減少したこと等により

3,231,979千円となりました。固定資産は有形固定資産が19,339千円、投資その他の資産が5,086千円増加したこ

と等により2,297,597千円となりました。

（負債）

　当第２四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168,320千円増加の1,919,676千円と

なりました。流動負債は支払手形及び買掛金が21,655千円、1年内返済予定の長期借入金が30,558千円増加し、

電子記録債務が12,599千円減少したこと等により1,058,789千円となりました。固定負債は長期借入金が129,768

千円増加したこと等により860,887千円となりました。

（純資産）

　当第２四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41,272千円増加の3,609,901千円

となりました。株主資本合計は利益剰余金が42,744千円増加したことにより3,580,759千円となりました。

 

(3）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動により得られた

225,407千円、投資活動により使用した102,709千円、財務活動により得られた111,401千円等により、当第２四半

期連結会計期間末で1,724,217千円（前年同期比123,166千円増）となりました。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動により得られた資金は225,407千円（前年同期は188,540千円の獲得）となりました。これは主に税金

等調整前四半期利益111,764千円、減価償却費66,025千円、仕入債務の増減額40,346千円等によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動により使用した資金は102,709千円（前年同期は18,725千円の支出）となりました。これは主に有形

固定資産の取得による支出112,494千円、定期預金の払戻による収入10,159千円等によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動により得られた資金は111,401千円（前年同期は14,869千円の獲得）となりました。これは主に長期

借入れによる収入300,000千円、長期借入金の返済による支出139,674千円、配当金の支払額46,455千円等による

ものです。
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(4）経営方針・経営戦略等

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ

りません。

 

(5）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。

 

(6）研究開発活動

　当第２四半期連結累計期間における研究開発費の総額は90,579千円であります。

　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 6,400,000

計 6,400,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2020年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（2020年５月14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 2,323,000 2,323,000
東京証券取引所JASDAQ

（スタンダード）
単元株式数 100株

計 2,323,000 2,323,000 － －

 

(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
（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）

2020年１月１日～

2020年３月31日
－ 2,323 － 468,134 － 388,134
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(5)【大株主の状況】

  2020年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（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(％)

NIX従業員持株会
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B 8F
219,400 9.44

株式会社SKコーポレーション 神奈川県藤沢市長後719 210,000 9.04

中島幹夫 東京都豊島区 148,680 6.40

青木一英 東京都品川区 124,500 5.36

青木洋明 神奈川県藤沢市 100,000 4.30

青木達也 東京都多摩市 90,000 3.87

中島とし子 東京都豊島区 73,800 3.17

青木伸一 神奈川県藤沢市 68,920 2.96

中島忠政 東京都豊島区 65,800 2.83

中島和紀 東京都豊島区 65,800 2.83

計 － 1,166,900 50.23
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(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2020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 200 －
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 2,322,000 23,220 同上

単元未満株式 普通株式 800 － 同上

発行済株式総数  2,323,000 － －

総株主の議決権  － 23,220 －

（注）「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】

    2020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）

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B 8F

200 － 200 0.00

計 － 200 － 200 0.00

（注）株主名簿上は、当社名義株式が243株あり、当該株式は「①発行済株式」の「完全議決権株式（自己株式等）」

欄の普通株式に200株、「単元未満株式」欄に43株含めております。

 

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」（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２四半期連結会計期間（2020年１月１日から2020

年３月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（2019年10月１日から2020年３月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、興亜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
(2019年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,498,059 1,724,217

受取手形及び売掛金 705,112 715,497

電子記録債権 262,566 241,803

商品及び製品 297,011 308,419

仕掛品 41,946 38,605

原材料及び貯蔵品 44,215 41,619

前払費用 15,572 20,795

その他 184,365 141,022

流動資産合計 3,048,850 3,231,979

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,744,752 1,747,416

減価償却累計額 △1,194,271 △1,219,374

建物及び構築物（純額） 550,480 528,041

その他 2,545,377 2,573,938

減価償却累計額 △2,394,869 △2,411,256

その他（純額） 150,507 162,682

土地 1,234,103 1,234,103

建設仮勘定 34,003 63,607

有形固定資産合計 1,969,094 1,988,434

無形固定資産 12,554 14,590

投資その他の資産   

投資有価証券 130,616 126,105

その他 158,869 168,467

投資その他の資産合計 289,486 294,572

固定資産合計 2,271,134 2,297,597

資産合計 5,319,985 5,529,577
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2019年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年３月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 326,391 348,047

電子記録債務 318,259 305,659

短期借入金 20,350 20,628

1年内返済予定の長期借入金 201,808 232,366

未払金 46,717 38,653

未払法人税等 39,480 32,170

その他 73,283 81,263

流動負債合計 1,026,291 1,058,789

固定負債   

長期借入金 122,368 252,136

繰延税金負債 248,975 244,249

退職給付に係る負債 227,079 237,859

役員退職慰労引当金 117,635 120,385

その他 9,006 6,257

固定負債合計 725,064 860,887

負債合計 1,751,356 1,919,676

純資産の部   

株主資本   

資本金 468,134 468,134

資本剰余金 388,134 388,134

利益剰余金 2,681,939 2,724,683

自己株式 △194 △194

株主資本合計 3,538,014 3,580,759

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 910 △2,808

為替換算調整勘定 29,703 31,950

その他の包括利益累計額合計 30,614 29,141

純資産合計 3,568,628 3,609,901

負債純資産合計 5,319,985 5,529,577

 

EDINET提出書類

株式会社ニックス(E02494)

四半期報告書

10/17



(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　2018年10月１日
　至　2019年３月31日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2019年10月１日
　至　2020年３月31日)

売上高 2,229,588 2,037,382

売上原価 1,201,873 1,119,804

売上総利益 1,027,714 917,578

販売費及び一般管理費 ※ 877,461 ※ 828,394

営業利益 150,253 89,183

営業外収益   

受取利息 1,671 2,429

受取配当金 283 322

不動産賃貸料 5,709 6,377

為替差益 － 16,847

その他 6,593 1,582

営業外収益合計 14,257 27,558

営業外費用   

支払利息 1,098 818

債権売却損 1,195 612

為替差損 10,608 －

不動産賃貸費用 5,835 2,638

持分法による投資損失 － 775

その他 760 132

営業外費用合計 19,498 4,977

経常利益 145,012 111,764

特別利益   

固定資産売却益 768 －

特別利益合計 768 －

税金等調整前四半期純利益 145,780 111,764

法人税、住民税及び事業税 37,637 27,364

法人税等調整額 △4,574 △4,801

法人税等合計 33,063 22,563

四半期純利益 112,716 89,201

親会社株主に帰属する四半期純利益 112,716 89,201
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【四半期連結包括利益計算書】

【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　2018年10月１日
　至　2019年３月31日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2019年10月１日
　至　2020年３月31日)

四半期純利益 112,716 89,201

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,062 △3,719

為替換算調整勘定 △7,565 1,835

持分法適用会社に対する持分相当額 △445 411

その他の包括利益合計 △11,073 △1,472

四半期包括利益 101,643 87,728

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 101,643 87,728

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　2018年10月１日
　至　2019年３月31日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2019年10月１日
　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 145,780 111,764

減価償却費 63,550 66,025

固定資産除売却損益（△は益） △706 131

持分法による投資損益（△は益） 26 775

支払利息 1,098 818

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 4,682 10,779

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,750 2,750

売上債権の増減額（△は増加） 50,384 13,354

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,924 △4,871

仕入債務の増減額（△は減少） △19,389 40,346

その他 △29,695 14,957

小計 223,405 256,832

利息及び配当金の受取額 1,954 2,751

利息の支払額 △1,100 △839

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △35,718 △33,336

営業活動によるキャッシュ・フロー 188,540 225,407

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 10,159

有形固定資産の売却による収入 4,644 －

有形固定資産の取得による支出 △25,494 △112,494

その他 2,124 △374

投資活動によるキャッシュ・フロー △18,725 △102,709

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 200,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △131,396 △139,674

配当金の支払額 △51,100 △46,455

リース債務の返済による支出 △2,633 △2,469

財務活動によるキャッシュ・フロー 14,869 111,401

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,143 2,216

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 174,541 236,316

現金及び現金同等物の期首残高 1,426,508 1,487,900

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 1,601,050 ※ 1,724,217
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【注記事項】

（四半期連結損益計算書関係）

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 
　前第２四半期連結累計期間

（自　2018年10月１日
　　至　2019年３月31日）

　当第２四半期連結累計期間
（自　2019年10月１日

　　至　2020年３月31日）

給料 267,264千円 268,688千円

退職給付費用 17,739千円 17,972千円

役員退職慰労引当金繰入額 2,750千円 2,750千円

研究開発費 107,806千円 90,579千円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 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は、次の

とおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　2018年10月１日
至　2019年３月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2019年10月１日
至　2020年３月31日）

現金及び預金 1,611,208千円 1,724,217千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △10,158千円 －千円

現金及び現金同等物 1,601,050千円 1,724,217千円

 

（株主資本等関係）

前第２四半期連結累計期間（自　2018年10月１日　至　2019年３月31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

2018年12月22日

定時株主総会
普通株式 51,100 22 2018年９月30日 2018年12月25日 利益剰余金

 

２．基準日が当第２四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２四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２四半期連結累計期間（自　2019年10月１日　至　2020年３月31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

2019年12月21日

定時株主総会
普通株式 46,455 20 2019年９月30日 2019年12月23日 利益剰余金

 

２．基準日が当第２四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２四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】

　当社グループ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及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第２四半期連結累計期間
（自　2018年10月１日
至　2019年３月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2019年10月１日
至　2020年３月31日）

１株当たり四半期純利益 48円53銭 38円40銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益（千円） 112,716 89,201

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（千円）
112,716 89,201

普通株式の期中平均株式数（千株） 2,322 2,322

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、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】

　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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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2020年５月14日

株式会社ニックス

取締役会　御中

 

興亜監査法人

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 武田　茂　　印

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 松村　隆　　印

 

　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2019年10月１日から2020年９月30日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（2020年１月１日から2020年３月

31日まで）及び第２四半期連結累計期間（2019年10月１日から2020年３月31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、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。

 

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2020年３月31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．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。
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