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1.  平成23年9月期第2四半期の連結業績（平成22年10月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年9月期第2四半期 1,891 5.7 40 △54.4 28 △73.2 6 △93.8
22年9月期第2四半期 1,789 25.4 88 ― 106 ― 104 ―

1株当たり四半期純利益 潜在株式調整後1株当たり四半期
純利益

円 銭 円 銭

23年9月期第2四半期 2.80 ―
22年9月期第2四半期 45.32 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年9月期第2四半期 4,670 2,053 44.0 893.58
22年9月期 4,719 2,091 44.3 910.07

（参考） 自己資本   23年9月期第2四半期  2,053百万円 22年9月期  2,091百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年9月期 ― ― ― 15.00 15.00
23年9月期 ― ―
23年9月期 

（予想） ― 12.00 12.00

3.  平成23年9月期の連結業績予想（平成22年10月1日～平成23年9月30日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 3,980 7.7 116 △3.1 115 △24.9 101 △40.3 43.94



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）３ページ「(3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年9月期2Q 2,298,500株 22年9月期  2,298,500株
② 期末自己株式数 23年9月期2Q  81株 22年9月期  37株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年9月期2Q 2,298,456株 22年9月期2Q 2,298,463株
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当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、海外経済の改善や政府の各種経済対策により、設備

投資の持ち直しなどの改善の兆しがみえました。しかしながら、長期的な円高基調や雇用情勢の悪化、消

費者の節約志向を背景としたデフレの進行など、景気の足踏み状態が続いております。このような中、当

社グループの主要販売先である事務機器業界でのプラスチックファスナーの堅調な売上や中国輸出の伸長

に加え、生産設備業界での投資回復に支えられました。この結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は

958,963千円（前年同四半期比78,493千円増）となりました。  

 利益面につきましては、円高の進行継続の中、販売費及び一般管理費ほかの各種経費の抑制を継続させ

ましたが、投資有価証券評価損などの影響により経常利益は26,451千円（前年同四半期比19,666千円

減）、四半期純利益は27,126千円（前年同四半期比20,747千円減）となりました。 

  

 品目別の業績は、次のとおりであります。  

 工業用プラスチック・ファスナー及びプラスチック精密部品につきましては、前述のごとく事務機器業

界での堅調な売上や中国輸出の増加などにより、売上高は734,879千円（前年同四半期比102.3%）となり

ました。  

 生産設備冶具につきましては、国内と共に特に海外顧客各社の投資回復に支えられ売上高は193,474千

円（前年同四半期比145.5%）となりました。  

 その他（金型）の売上に付きましては、顧客各社の新規案件への投資意欲回復により売上高は30,608千

円（前年同四半期比105.7%）となりました。  

  

 また、所在地別売上は、日本国内が823,223千円（前年同四半期比109.4%）、北米が32,118千円（前年

同四半期比151.5%）、アジアが103,620千円（前年同四半期比96.7%）となりました。所在地別の営業利益

又は営業損失は、日本国内が9,075千円の営業利益（前年同四半期比33.8%）、北米が10,173千円の営業利

益（前年同四半期は2,898千円の営業損失）、アジアが12,016千円の営業利益（前年同四半期比114.4%）

となりました。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

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48,928千円減の4,670,356千

円となりました。流動資産は受取手形及び売掛金が42,362千円減少したこと等により2,154,873千円とな

りました。固定資産は投資その他の資産が35,960千円減少したこと等により2,515,483千円となりまし

た。 

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10,970千円減の2,616,544千

円となりました。流動負債は短期借入金が39,556千円増加したものの、1年内償還予定の社債が64,000千

円減少したことにより1,276,435千円となりました。固定負債は長期借入金が49,969千円増加したこと等

により1,340,108千円となりました。 

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37,958千円減の2,053,812

千円となりました。株主資本合計は利益剰余金が28,136千円減少したことにより2,090,732千円となりま

した。 

 ②キャッシュ・フローの分析 

当第２四半期連結会計期間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56,395千円、投資活動により使用した127,826千円、財務活動により得られた104,874千円等によ

り、当第２四半期連結会計期間末で1,056,514千円（前年同四半期比117,714千円減）となりました。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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（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56,395千円（前年同四半期は119,946千円の収入）となりました。これ

は主に税金等調整前四半期純利益26,437千円、減価償却費39,807千円によるものです。 

（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127,826千円（前年同四半期は93,429千円の収入）となりました。 

これは主に投資有価証券の取得による支出100,000千円によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により取得した資金は104,874千円（前年同四半期は74,541千円の支出）となりました。これ

は主に長期借入れによる収入200,000千円及び社債の発行による収入98,690千円、社債の償還による支出

134,000千円によるものです。 

  

平成23年９月期の連結業績予想につきましては、平成22年11月９日に公表いたしました数値から変更

はありません。なお、業績予想につきましては、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作

成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想と異なる可能性があります。  

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。  

  

 
  

  

 
  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

項目
当第２四半期連結累計期間 

(自  平成22年10月１日  至  平成23年３月31日)

１  一般債権の貸倒見積高の算定方法 当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算

定したものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末

の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

２  棚卸資産の評価方法 当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を

省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法に

より算出する方法によっております。  

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかな

ものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によ

っております。

３  固定資産の減価償却費の算定方法 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却

費の額を期間按分して算定する方法によっております。

４  法人税等並びに繰延税金資産及び繰

延税金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降

に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認

められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績やタック

ス・プランニングを利用する方法によっております。

５  連結会社相互間の債権債務及び取引

の相殺消去

連結会社相互間の債権と債務の相殺消去  

 当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲

内で当該差異の調整を行わないで債権と債務を相殺消去しておりま

す。  

  

連結会社相互間の取引を相殺消去  

 取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、

親会社の金額に合わせる方法により相殺消去しております。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

項目
当第２四半期連結累計期間 

(自  平成22年10月１日  至  平成23年３月31日)

 1. 持分法の適用に関する事項の変更 (1)持分法適用関連会社

①持分法適用関連会社の変更                        
第１四半期連結会計期間より、重要性が増した中山日幸精密機械有限
公司を持分法の適用の範囲に含めております。

②変更後の持分法適用関連会社の数

   １社

 2. 会計処理基準に関する事項の変更 (1)資産除去債務に関する会計基準の適用

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」

(企業会計基準第18号 平成20年３月31日)及び「資産除去債務に関す

る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月

31日）を適用しております。 

これにより税金等調整前四半期純利益が11,930千円減少しておりま

す。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は

11,930千円であります。

㈱ニックス（4243）平成23年９月期第２四半期決算短信

4



 
  

 
  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年10月１日 至 平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。  

  

【表示方法の変更】

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年10月１日  至  平成23年３月31日)

（四半期連結損益計算書関係） 

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)に基づく「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成21年３月24日 内閣府令第５号)の適用によ

り、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

当第２四半期連結会計期間
(自  平成23年１月１日  至 平成23年３月31日)

（四半期連結損益計算書関係） 

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)に基づく「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成21年３月24日 内閣府令第５号)の適用によ

り、当第２四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 四半期連結財務諸表 
(1) 四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,066,653 1,049,085

受取手形及び売掛金 776,724 819,086

商品及び製品 140,893 149,337

仕掛品 25,065 17,138

原材料及び貯蔵品 42,282 31,113

その他 103,254 100,232

流動資産合計 2,154,873 2,165,993

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,784,625 1,754,761

減価償却累計額 △851,107 △825,874

建物及び構築物（純額） 933,517 928,886

土地 1,108,032 1,109,368

その他 2,204,876 2,157,115

減価償却累計額 △1,974,384 △1,925,432

その他（純額） 230,491 231,682

有形固定資産合計 2,272,041 2,269,937

無形固定資産 29,629 33,780

投資その他の資産 216,107 252,067

貸倒引当金 △2,295 △2,492

固定資産合計 2,515,483 2,553,292

資産合計 4,670,356 4,719,285

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 599,253 576,318

短期借入金 349,360 309,804

1年内償還予定の社債 176,000 240,000

未払法人税等 16,088 13,451

その他 135,733 188,533

流動負債合計 1,276,435 1,328,106

固定負債   

社債 98,000 104,000

長期借入金 405,830 355,861

退職給付引当金 160,481 155,373

役員退職慰労引当金 90,805 88,055

繰延税金負債 546,904 552,806

その他 38,087 43,313

固定負債合計 1,340,108 1,299,408
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年９月30日) 

負債合計 2,616,544 2,627,515

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 1,249,927 1,278,064

自己株式 △38 △18

株主資本合計 2,090,732 2,118,889

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △14,702 △1,617

為替換算調整勘定 △22,217 △25,501

評価・換算差額等合計 △36,920 △27,119

純資産合計 2,053,812 2,091,770

負債純資産合計 4,670,356 4,719,285
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(2) 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 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 1,789,753 1,891,803

売上原価 998,784 1,116,242

売上総利益 790,968 775,560

販売費及び一般管理費 702,364 735,155

営業利益 88,603 40,405

営業外収益   

受取利息 469 2,037

受取配当金 181 190

不動産賃貸料 4,264 4,357

為替差益 8,056 1,974

助成金収入 18,567 4,046

その他 2,867 3,007

営業外収益合計 34,407 15,614

営業外費用   

支払利息 9,211 7,304

債権売却損 3,718 3,461

不動産賃貸費用 2,334 1,441

社債発行費 1,709 1,309

投資有価証券評価損 － 14,050

営業外費用合計 16,974 27,567

経常利益 106,036 28,451

特別利益   

固定資産売却益 536 －

貸倒引当金戻入額 0 197

特別利益合計 537 197

特別損失   

固定資産売却損 369 －

固定資産除却損 314 154

減損損失 － 1,335

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 11,930

特別損失合計 683 13,419

税金等調整前四半期純利益 105,889 15,229

法人税、住民税及び事業税 9,899 11,994

法人税等調整額 △8,179 △3,201

法人税等合計 1,719 8,792

少数株主損益調整前四半期純利益 － 6,436

少数株主利益 － －

四半期純利益 104,170 6,436
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【第２四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 880,469 958,963

売上原価 494,194 575,128

売上総利益 386,275 383,834

販売費及び一般管理費 341,194 350,930

営業利益 45,081 32,904

営業外収益   

受取利息 29 817

不動産賃貸料 2,127 2,127

為替差益 1,942 9,926

助成金収入 4,026 119

その他 1,386 1,964

営業外収益合計 9,511 14,954

営業外費用   

支払利息 4,090 3,651

債権売却損 1,562 1,685

不動産賃貸費用 1,111 712

社債発行費 1,709 1,309

投資有価証券評価損 － 14,050

営業外費用合計 8,474 21,408

経常利益 46,118 26,451

特別利益   

固定資産売却益 536 －

貸倒引当金戻入額 0 －

特別利益合計 537 －

特別損失   

固定資産売却損 369 －

固定資産除却損 314 13

特別損失合計 683 13

税金等調整前四半期純利益 45,971 26,437

法人税、住民税及び事業税 4,056 6,599

法人税等調整額 △5,959 △7,288

法人税等合計 △1,902 △688

少数株主損益調整前四半期純利益 － 27,126

少数株主利益 － －

四半期純利益 47,873 27,126
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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 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23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 105,889 15,229

減価償却費 82,609 79,995

固定資産除売却損益（△は益） 147 154

減損損失 － 1,335

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 11,930

支払利息 9,211 7,304

退職給付引当金の増減額（△は減少） △19 5,108

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） △96,228 41,121

たな卸資産の増減額（△は増加） △20,570 △17,044

仕入債務の増減額（△は減少） 120,701 30,309

投資有価証券評価損益（△は益） － 14,050

その他 17,657 △73,294

小計 222,150 118,949

利息及び配当金の受取額 617 1,921

利息の支払額 △10,425 △7,527

法人税等の支払額 1,098 △12,569

営業活動によるキャッシュ・フロー 213,440 100,773

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 100,000 －

投資有価証券の取得による支出 － △100,000

投資有価証券の償還による収入 － 100,000

有形固定資産の売却による収入 1,981 －

有形固定資産の取得による支出 △9,798 △61,629

その他 △847 1,665

投資活動によるキャッシュ・フロー 91,336 △59,964

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 400,849 200,000

長期借入金の返済による支出 △102,845 △110,474

社債の発行による収入 98,290 98,690

社債の償還による支出 △253,000 △170,000

配当金の支払額 △35 △34,627

リース債務の返済による支出 △357 △8,002

財務活動によるキャッシュ・フロー 142,901 △24,414

現金及び現金同等物に係る換算差額 5,846 1,173

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 453,523 17,567

現金及び現金同等物の期首残高 720,705 1,038,947

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,174,229 1,056,514
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当第２四半期連結累計期間（自 平成22年10月１日 至 平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。  

  

    

前第２四半期連結会計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日）及び 

前第２四半期連結累計期間 (自 平成21年10月１日 至 平成22年３月31日) 

当社グループは、工業用プラスチック・ファスナー及びプラスチック精密部品事業を展開しており、

当該事業以外に事業の種類が無いため該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結会計期間(自  平成22年１月１日  至  平成22年３月31日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。  

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

  (１) 北米・・・アメリカ合衆国 

  (２) アジア・・・中華人民共和国 

  

前第２四半期連結累計期間(自  平成21年10月１日  至  平成22年３月31日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。  

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

  (１) 北米・・・アメリカ合衆国 

  (２) アジア・・・中華人民共和国 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

日本 
(千円)

北米
(千円)

アジア
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

752,151 21,207 107,110 880,469 ― 880,469

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

82,230 8 82,238 （82,238） ―

計 834,382 21,215 107,110 962,708 （82,238） 880,469

営業利益又は営業損失(△) 26,821 △2,898 10,502 34,425 10,655 45,081

日本 
(千円)

北米
(千円)

アジア
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

1,509,075 46,480 234,196 1,789,753 ― 1,789,753

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

180,823 812 181,636 （181,636） ―

計 1,689,899 47,293 234,196 1,971,389 （181,636） 1,789,753

営業利益又は営業損失(△) 34,565 △1,215 41,198 74,547 14,055 88,603
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前第２四半期連結会計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。  

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

  (１) 北米・・・アメリカ合衆国 

  (２) アジア・・・中華人民共和国 

  (３) その他・・・欧州 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年10月１日 至 平成22年３月31日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。  

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

  (１) 北米・・・アメリカ合衆国 

  (２) アジア・・・中華人民共和国 

  (３) その他・・・欧州 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年10月１日  至  平成23年３月31日)及び 

当第２四半期連結会計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年３月31日） 

当社グループは、工業用プラスチック・ファスナー及びプラスチック精密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。 

     (追加情報) 

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第    

17号  平成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準

適用指針第20号  平成20年３月21日)を適用しております。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年10月１日 至 平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。  

  

【海外売上高】

北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 21,207 146,892 664 168,765

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 880,469

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

2.4 16.7 0.1 19.2

北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 46,480 331,395 1,402 379,278

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 1,789,753

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

2.6 18.5 0.1 21.2

【セグメント情報】

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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