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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３四半期
連結累計期間

第90期
第３四半期
連結累計期間

第89期

会計期間
自　2018年10月１日
至　2019年６月30日

自　2019年10月１日
至　2020年６月30日

自　2018年10月１日
至　2019年９月30日

売上高 （千円） 3,257,507 2,832,634 4,320,988

経常利益 （千円） 157,369 73,842 265,118

親会社株主に帰属する

四半期（当期）純利益
（千円） 121,568 53,554 219,834

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 97,804 52,295 188,603

純資産額 （千円） 3,477,829 3,574,467 3,568,628

総資産額 （千円） 5,356,088 5,319,873 5,319,985

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 52.34 23.06 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 （％） 64.9 67.2 67.1

 

回次
第89期

第３四半期
連結会計期間

第90期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自　2019年４月１日
至　2019年６月30日

自　2020年４月１日
至　2020年６月30日

１株当たり四半期純利益又は

１株当たり四半期純損失（△）
（円） 3.81 △15.35

（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）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３四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３四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り、極めて厳しい状況

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ОＡ機器業界での製品需要や、生産設備業界においてカーエレ

クトロニクス分野での電子基板需要が落ち込んだ影響等により、当第３四半期連結累計期間の売上高は2,832,634

千円（前年同期比424,872千円減）となりました。

　利益面につきましては、営業利益は54,298千円（前年同期比111,784千円減）、経常利益は73,842千円（前年同

期比83,527千円減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は53,554千円（前年同期比68,013千円減）となりまし

た。

 

(2）財政状態の分析

（資産）

　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111千円減少の5,319,873千円となりま

した。流動資産は受取手形及び売掛金が154,729千円減少し、現金及び預金が152,213千円増加したこと等により

3,034,665千円となりました。固定資産は有形固定資産が5,904千円減少し、無形固定資産が18,742千円増加した

こと等により2,285,208千円となりました。

（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5,949千円減少の1,745,406千円とな

りました。流動負債は支払手形及び買掛金が66,174千円、電子記録債務が33,806千円減少したこと等により

923,330千円となりました。固定負債は長期借入金が87,960千円、退職給付に係る負債が6,320千円増加したこと

等により822,075千円となりました。

（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5,838千円増加の3,574,467千円と

なりました。株主資本合計は利益剰余金が7,098千円増加したことにより3,545,112千円となりました。

 

(3）経営方針・経営戦略等

　当第３四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。

 

(4）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。

 

(5）研究開発活動

　当第３四半期連結累計期間における研究開発費の総額は132,680千円であります。

　なお、当第３四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３四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３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2020年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（2020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 2,323,000 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４月１日～

2020年６月30日
－ 2,323 － 468,134 － 388,134

 

(5)【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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(6)【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（2020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。

 

①【発行済株式】

    2020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 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３四半期連結会計期間（2020年４月１日から2020

年６月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（2019年10月１日から2020年６月30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３四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,498,059 1,650,273

受取手形及び売掛金 705,112 550,382

電子記録債権 262,566 249,850

商品及び製品 297,011 314,629

仕掛品 41,946 42,736

原材料及び貯蔵品 44,215 41,106

前払費用 15,572 23,670

未収還付法人税等 － 17,263

その他 184,365 144,751

流動資産合計 3,048,850 3,034,665

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 △1,231,896

建物及び構築物（純額） 550,480 515,520

その他 2,545,377 2,587,510

減価償却累計額 △2,394,869 △2,430,755

その他（純額） 150,507 156,754

土地 1,234,103 1,234,103

建設仮勘定 34,003 56,811

有形固定資産合計 1,969,094 1,963,189

無形固定資産 12,554 31,296

投資その他の資産   

投資有価証券 130,616 125,611

その他 158,869 165,110

投資その他の資産合計 289,486 290,722

固定資産合計 2,271,134 2,285,208

資産合計 5,319,985 5,319,873
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2019年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 326,391 260,217

電子記録債務 318,259 284,453

短期借入金 20,350 20,504

1年内返済予定の長期借入金 201,808 213,784

未払金 46,717 33,213

未払法人税等 39,480 6,937

その他 73,283 104,220

流動負債合計 1,026,291 923,330

固定負債   

長期借入金 122,368 210,328

繰延税金負債 248,975 251,217

退職給付に係る負債 227,079 233,399

役員退職慰労引当金 117,635 121,760

その他 9,006 5,370

固定負債合計 725,064 822,075

負債合計 1,751,356 1,745,406

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 2,689,037

自己株式 △194 △194

株主資本合計 3,538,014 3,545,112

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 910 △1,480

為替換算調整勘定 29,703 30,835

その他の包括利益累計額合計 30,614 29,354

純資産合計 3,568,628 3,574,467

負債純資産合計 5,319,985 5,319,873
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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　2018年10月１日
　至　2019年６月30日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2019年10月１日
　至　2020年６月30日)

売上高 3,257,507 2,832,634

売上原価 1,769,733 1,589,090

売上総利益 1,487,774 1,243,544

販売費及び一般管理費 1,321,691 1,189,245

営業利益 166,083 54,298

営業外収益   

受取利息 1,756 3,275

受取配当金 678 699

不動産賃貸料 8,938 8,995

為替差益 － 12,923

その他 7,372 3,539

営業外収益合計 18,746 29,432

営業外費用   

支払利息 1,636 1,258

債権売却損 1,488 845

為替差損 16,180 －

不動産賃貸費用 7,124 3,834

持分法による投資損失 － 3,277

その他 1,029 672

営業外費用合計 27,459 9,888

経常利益 157,369 73,842

特別利益   

固定資産売却益 776 －

特別利益合計 776 －

税金等調整前四半期純利益 158,146 73,842

法人税、住民税及び事業税 40,835 18,119

法人税等調整額 △4,257 2,168

法人税等合計 36,578 20,287

四半期純利益 121,568 53,554

親会社株主に帰属する四半期純利益 121,568 53,554
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【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　2018年10月１日
　至　2019年６月30日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2019年10月１日
　至　2020年６月30日)

四半期純利益 121,568 53,554

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,477 △2,390

為替換算調整勘定 △17,978 902

持分法適用会社に対する持分相当額 △2,308 228

その他の包括利益合計 △23,764 △1,259

四半期包括利益 97,804 52,295

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 97,804 52,295

非支配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　2018年10月１日
至　2019年６月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2019年10月１日
至　2020年６月30日）

減価償却費 99,881千円 104,922千円

 

（株主資本等関係）

前第３四半期連結累計期間（自　2018年10月１日　至　2019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

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　2019年10月１日　至　2020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

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】

　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３四半期連結累計期間
（自　2018年10月１日
至　2019年６月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2019年10月１日
至　2020年６月30日）

１株当たり四半期純利益 52円34銭 23円06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） 121,568 53,554

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）
121,568 53,554

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８月11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３四半期連結会計期間（2020年４月１日から2020年６月

30日まで）及び第３四半期連結累計期間（2019年10月１日から2020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2020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。

 

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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