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(百万円未満切捨て)
１．平成28年９月期第３四半期の連結業績（平成27年10月１日～平成28年６月30日）

（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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年９月期第３四半期 2,930 △14.0 50 △84.1 42 △86.9 42 △86.3

27年９月期第３四半期 3,408 7.3 317 46.8 326 40.9 314 69.0
(注) 包括利益 28年９月期第３四半期 △16百万円( ―％) 27年９月期第３四半期 357百万円( 106.3％)
　

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

28年９月期第３四半期 18.53 18.52

27年９月期第３四半期 135.97 135.47
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

28年９月期第３四半期 4,855 2,833 58.4

27年９月期 4,984 2,893 58.1
(参考) 自己資本 28年９月期第３四半期 2,833百万円 27年９月期 2,893百万円
　

　

　

２．配当の状況

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

27年９月期 － 0.00 － 22.00 22.00

28年９月期 － 0.00 －

28年９月期(予想) 20.00 20.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．平成28年９月期の連結業績予想（平成27年10月１日～平成28年９月30日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 4,100 △11.1 251 △37.7 244 △42.1 202 45.5 87.11
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）
　

期中における重要な子会社の異動に関する注記
　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用に関する注記
　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

　（注）詳細は、添付資料３ページ「２. サマリー情報(注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積
りの変更・修正再表示」をご覧ください。

会計方針の変更に関する注記
　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 28年９月期３Ｑ 2,323,000株 27年９月期 2,315,000株

② 期末自己株式数 28年９月期３Ｑ 161株 27年９月期 126株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年９月期３Ｑ 2,320,439株 27年９月期３Ｑ 2,314,874株

　
発行済株式数に関する注記

　

※ 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ますが、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連結財務諸表のレビュー手続を実施しておりません。

※ 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、添付資料２ページ「連結業績予想な
どの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府・日銀による金融緩和や各種経済政策により、企業収益

や雇用情勢が緩やかな回復基調で推移したものの、中国をはじめとするアジア新興国等の景気減速懸念、米国金融

政策の動向等による急激な円高の進行など、慎重な判断を必要とする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ＯＡ機器業界、住宅設備業界での製品需要の落ち込み、生産設

備業界での設備投資意欲の緩やかな低下、円高進行の影響などにより当第３四半期連結累計期間の売上高は

2,930,312千円（前年同四半期比478,473千円減）となりました。利益面につきましては、売上の落ち込み、および

急激な円高により、経常利益42,857千円（前年同四半期比283,423千円減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は

42,994千円（前年同四半期比271,762千円減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　（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129,526千円減の4,855,117千円となり

ました。流動資産は現金及び預金が112,649千円減少したこと等により2,475,036千円となりました。固定資産は建

物及び構築物が32,868千円減少したものの建設仮勘定が24,046千円増加したこと等により2,380,081千円となりまし

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69,421千円減の2,021,455千円となりま

した。流動負債は未払法人税等が129,399千円減少したことにより1,076,576千円となりました。固定負債は繰延税

金負債が36,817千円減少したものの長期借入金が76,432千円増加したことにより944,879千円となりました。

（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60,104千円減の2,833,662千円となり

ました。株主資本合計は資本金が3,448千円、資本剰余金が3,448千円増加したものの、利益剰余金が7,933千円減少

したことにより2,804,606千円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成28年９月期の通期連結業績予想につきましては、平成28年５月12日に公表いたしました「平成28年９月期通

期連結業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」に記載の数値から変更はありません。

決算短信 （宝印刷）  2016年08月08日 10時34分 4ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）



株式会社 ニックス(4243) 平成28年９月期 第３四半期決算短信

3

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

　 該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　 該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計方針の変更

（企業結合に関する会計基準等の適用）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）、「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25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13

日）等を第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更を行っております。当該表示の変更を反

映させるため、前第３四半期連結累計期間については、四半期連結財務諸表の組替えを行っております。

（減価償却方法の変更）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告

第32号 平成28年６月17日）を当第３四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以降に取得する構築物に係る

減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、当第３四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
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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)

前連結会計年度
(平成27年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,406,266 1,293,616

受取手形及び売掛金 815,629 725,341

商品及び製品 175,455 229,114

仕掛品 26,717 35,690

原材料及び貯蔵品 51,677 48,623

前払費用 27,987 16,101

未収還付法人税等 2,999 62,216

繰延税金資産 33,654 19,392

その他 39,631 44,940

流動資産合計 2,580,020 2,475,036

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,698,547 1,701,472

減価償却累計額 △1,000,477 △1,036,270

建物及び構築物（純額） 698,070 665,201

その他 2,398,311 2,450,939

減価償却累計額 △2,227,601 △2,277,097

その他（純額） 170,710 173,842

土地 1,234,103 1,234,103

建設仮勘定 27,965 52,011

有形固定資産合計 2,130,848 2,125,157

無形固定資産 23,585 18,839

投資その他の資産

投資有価証券 23,739 13,919

その他 228,900 224,614

貸倒引当金 △2,450 △2,450

投資その他の資産合計 250,190 236,083

固定資産合計 2,404,624 2,380,081

資産合計 4,984,644 4,855,117
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 525,381 565,907

短期借入金 232,462 238,720

1年内償還予定の社債 69,500 36,000

未払金 55,539 57,270

未払法人税等 137,112 7,713

その他 165,849 170,964

流動負債合計 1,185,844 1,076,576

固定負債

社債 20,000 -

長期借入金 228,656 305,088

繰延税金負債 341,036 304,218

退職給付に係る負債 187,036 210,954

役員退職慰労引当金 97,385 102,260

その他 30,919 22,357

固定負債合計 905,032 944,879

負債合計 2,090,877 2,021,455

純資産の部

株主資本

資本金 464,686 468,134

資本剰余金 384,686 388,134

利益剰余金 1,956,365 1,948,432

自己株式 △56 △96

株主資本合計 2,805,683 2,804,606

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 6,237 △688

為替換算調整勘定 81,846 29,744

その他の包括利益累計額合計 88,083 29,056

純資産合計 2,893,766 2,833,662

負債純資産合計 4,984,644 4,855,117
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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26年10月１日
　至 平成27年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年10月１日
　至 平成28年６月30日)

売上高 3,408,785 2,930,312

売上原価 1,792,426 1,582,465

売上総利益 1,616,358 1,347,846

販売費及び一般管理費 1,299,027 1,297,303

営業利益 317,330 50,543

営業外収益

受取利息 102 487

受取配当金 688 691

不動産賃貸料 8,380 10,463

為替差益 7,756 8,270

その他 4,949 7,094

営業外収益合計 21,878 27,007

営業外費用

支払利息 4,224 3,559

債権売却損 4,949 4,771

不動産賃貸費用 3,460 5,881

持分法による投資損失 - 20,321

その他 294 159

営業外費用合計 12,928 34,693

経常利益 326,280 42,857

特別利益

固定資産売却益 1,681 -

特別利益合計 1,681 -

特別損失

減損損失 - 5,449

特別損失合計 - 5,449

税金等調整前四半期純利益 327,962 37,407

法人税、住民税及び事業税 122,985 12,918

法人税等調整額 △109,779 △18,504

法人税等合計 13,205 △5,586

四半期純利益 314,756 42,994

親会社株主に帰属する四半期純利益 314,756 42,994
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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 平成26年10月１日
　至 平成27年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年10月１日
　至 平成28年６月30日)

四半期純利益 314,756 42,994

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 3,764 △6,925

繰延ヘッジ損益 947 -

為替換算調整勘定 32,888 △36,555

持分法適用会社に対する持分相当額 5,244 △15,545

その他の包括利益合計 42,845 △59,027

四半期包括利益 357,602 △16,033

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 357,602 △16,033
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（３）四半期連結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。

　 以上
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