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１．平成17年12月中間期の連結業績（平成17年７月１日～平成17年12月31日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17年12月中間期 3,171 (8.0) 546 (25.3) 531 (20.3)

16年12月中間期 2,937 (16.7) 436 (81.3) 441 (92.8)

17年６月期 5,974 880 885

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

17年12月中間期 317 (13.7) 54 25 － －

16年12月中間期 278 (89.4) 47 64 － －

17年６月期 528 86 12 － －

（注）①持分法投資損益 17年12月中間期 －百万円 16年12月中間期 184百万円 17年６月期 184百万円
②期中平均株式数（連結） 17年12月中間期 5,844,466株 16年12月中間期 5,853,752株 17年６月期 5,851,075株

③会計処理の方法の変更 無
④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

17年12月中間期 7,823 2,895 37.0 495 71

16年12月中間期 7,515 2,373 31.6 405 60

17年６月期 7,829 2,632 33.6 445 97

（注）期末発行済株式数（連結） 17年12月中間期 5,842,050株 16年12月中間期 5,851,913株 17年６月期 5,846,713株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

17年12月中間期 368 △279 △198 884

16年12月中間期 259 △203 △140 721

17年６月期 821 △325 △309 993

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 ２社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 １社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  
連結（新規） －社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成18年６月期の連結業績予想（平成17年７月１日～平成18年６月30日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 6,200 1,020 590

 （参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　100円99銭
※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
なお、上記予想に関する事項は添付資料の５ページを参照して下さい。



１．企業集団の状況

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、㈱オーネックス（以下、「当社」という。）及び子会社２社及び持分

法適用関連会社１社により構成されており、金属熱処理加工事業、運送事業及びその他の事業を営んでおります。

　事業内容と当社グループ各社の当該事業にかかる位置付け並びに事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりで

あります。

［金属熱処理加工事業］

１．金属熱処理加工事業

　当社が金属熱処理加工事業を営んでおります。

２．金属矯正加工事業

　金属矯正加工事業は、持分法適用関連会社の㈱昌平が営んでおります。当社は同社へ、金属熱処理加工に伴って発

生する製品の曲り、捩れなどの矯正加工を委託しております。

［運送事業］

　㈱オーネックスラインが一般貨物運送業の認可を受けて営んでおります。当社は同社へ、取引先との熱処理製品等

の運送を委託しております。

［その他］

　㈱オーネックスエンジニアリングが情報処理事業を営んでおります。当社は同社へ、コンピュータ及びソフトウェ

アの保守等を委託しております。

　以上記述した事項を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。

 （注）上記事業内容の区分は、事業の種類別セグメント情報の事業区分と同一であります。

 

  

得意先 

 

（株）オーネックスライン 

連結子会社 

 

（株）オーネックス 

 

運 送 

運 送 

コンピュータ 

ソフト等の保守 

金属矯正 

加工 

金属矯正 

加工 

コンピュータ 

ソフト等の保守 

（株）オーネックス 

    エンジニアリング 

連結子会社 

（株）昌平 

持分法適用関連会社 

熱処理 

加工 
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２．経営方針

(1）会社の経営の基本方針

　当社は、創業者の「熱処理なくして、日本の工業界の発展なし」の会社設立に当たっての理念の下、自動車業界、

機械業界などの基幹産業の部品関係をメインに金属熱処理の専業企業として成長を続けてまいりました。この成長力

の支えは、顧客第一主義に徹することであります。  

　その具体化として、飽くなき「品質の追求」を掲げ社内に技術研究所を設け、また、生産面においても、コンピュー

タを活用した熱処理技術のデータベース化、工程管理など顧客ニーズへの対応を図っております。

　今後も「顧客第一主義」の基本の下に、金属熱処理事業の領域の拡大と共に新たな事業の開拓を積極的に進め、業

容の拡大と収益の向上を目指してまいります。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の１つとして位置付けております。企業体質の強化と将

来の事業展開に備えた内部留保の充実を勘案し、安定的に配当を行うことを基本方針としております。  

　内部留保金につきましては、環境の変化に迅速に対応すべく、生産設備の増強など収益性の向上のために有効に活

用を図ります。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、投資単位の引下げにつきまして株価水準や取引高等を勘案し、今後慎重に検討を進めてまいります。

(4）目標とする経営指標

　当社は、売上高営業利益率の向上を目標として経営活動を実施しております。また、株主価値の向上という観点か

ら、株主資本利益率（ROE）、１株当たり当期純利益率につきましても重要な経営指標として捉えております。

(5）中長期的な会社の経営戦略

　当社は、金属熱処理業をベースに置き、その延長線としてニュービジネスモデルの構築・展開を図り、経営基盤の

早期拡大を目指すと共に、環境事業にも取組み、安定的な経営基盤の構築と拡大に努め、金属熱処理業界における確

固たる地位を確立し、顧客・株主に信頼される企業を目指します。

(6）会社の対処すべき課題

　当社グループといたしましては、金属熱処理加工事業では熱処理時間の短縮化を始めとした生産性の向上と、原価

の低減を推進し収益力の向上を目指してまいります。運送事業では営業活動の強化と配車効率の向上並びに車両運行

管理システムによる燃費の改善を推し進め、収益力の向上に努めてまいります。情報処理事業では顧客基盤の拡大、

収益基盤の安定、強化に注力いたします。環境事業については将来への布石として引き続き取組みを行ってまいります。

(7）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

　① 基本的な考え方

　当社は、オーナー系企業であるがゆえ、より経営の透明性を高め、かつ、コーポレート・ガバナンスの重要性を

深く認識し実践することが、投資家を始めとする関係者に対する重要な責務と考えております。

そのため、執行役員制度を導入し、取締役会を経営の意思決定及び業務執行の監督を行う機関として明確に位置

付け、意思決定の迅速化を図ると共に責任体制を明確にしております。また、経営課題の協議の場として常務以上

の役員をメンバーとする経営会議を毎月１回以上開催し、経営の迅速かつ適正な意思決定をサポートしております。

また、ＩＲ活動についても、投資家を始め関係者の皆様に、より分かり易く適切な経営状況の開示を適時図っ

 てまいります。
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② 施策の実施状況

  a.会社の機関の内容

 
株主総会 

監査役会 

業務監査 

取締役会 

経営の意思決定・監督 

会計監査人 

（監査法人） 

会計監査 

経営会議 

重要案件の審議 
執行役員 

業務執行 

 
当社は、会社の経営規模及び経営のモニタリング機能の実効性等を勘案し、監査役制度を継続採用いたしてお　

ります。監査役会は、監査役３名で構成されており、うち２名が「株式会社の監査等に関する商法の特例に関す

る法律」第18条第１項に定める社外監査役であります。監査役は取締役会等の重要な会議に出席し業務執行状

況、経営状況の調査等を通じ、取締役の職務遂行に対する監査を実施しております。また、監査役会及び監査役

に専任のスタッフは配置されておりませんが、経営企画室が必要に応じスタッフ業務を務めております。

  なお、社外監査役と当社の間に、特別な利害関係はありません。

 b.内部監査

内部監査につきましては、社長直轄機関である経営企画室が内部監査実施計画書に基づき内部統制の有効性、効

率性及びリスクマネージメントの状況等について監査を実施いたしております。

 c.会計監査の状況

会計に関する監査は、新日本監査法人に依頼しており、会計制度の変更などにも速やかに対応する環境にあります。

ｄ.コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況

取締役会は定例で月1回開催しております。また、監査役は取締役会に出席し意見を述べております。経営の迅

速かつ適正な意思決定をサポートするため、経営課題についての協議の場として常務以上の役員をメンバーと

する経営会議を開催しております。

今後も、コーポレート・ガバナンスの更なる充実が企業価値を高めるための経営の重要課題と認識し、必要な

施策を実行に移してまいる所存であります。
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３．経営成績及び財政状態

(1）経営成績

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、高水準の企業収益を背景として設備投資が増加すると共に、雇用所得

環境の改善を受けて個人消費が底堅く推移し、住宅投資も強含むなど国内民間需要は増加基調が続きました。輸出も

海外経済の拡大を受け増加し、内外需要の増加を背景に生産も増加基調が続きました。株価も上昇が続くなど、景気

は緩やかな回復軌道を辿りました。

 

　このような経営環境の中、当社グループは、お取引先のニーズに応えられる企業グループを目指し、生産体制の強

化に努めると共に、積極的な営業活動を展開し業績の向上に取り組みました。

　このような事業活動の結果、当中間連結会計期間の売上高は3,171百万円と前年同期比8.0％の増収となりました。

また、経常利益は531百万円と前年同期比20.3％の増益を達成し、中間純利益は317百万円（前年同期比13.7％増）と

なりました。

　事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。　

【 金属熱処理加工事業 （株）オーネックス 】

 金属熱処理業界においては、自動車、産業工作機械、建設機械等の欧米並びにアジア向け輸出が好調であったこと

に加えて内需も堅調で、受注は順調に推移いたしました。

 自動車、産業工作機械、建設機械関連部品の受注が好調に推移し、当社は受注の増加に対応するため熱処理時間の

短縮化を始めとした熱処理効率の向上などを進めると共に、原価低減に努めました。この結果、売上高は2,899百万

円（前年同期比8.0％増）、営業利益は530百万円（前年同期比29.4％増）となりました。

【 運送事業 （株）オーネックスライン 】 

 運送事業につきましては、運行経路や配車の効率的な運営に努めると共に、デジタルタコグラフ（車両運行管理シ

ステム）を活用しエコドライブによる燃費改善などの原価低減を推進いたしました。

 これらの結果、売上高は236百万円（前年同期比12.1％増）と増収となりましたが、減価償却負担などにより営業

利益は9百万円（前年同期比48.3％減）となりました。

 【 その他 （株）オーネックスエンジニアリング 】

　情報処理事業につきましては、売上検収が下期にずれ込んだことなどにより売上高は35百万円（前年同期比

15.5％減）、営業利益は2百万円（前年同期比37.6％減）となりました。　

(2）財政状態

　当中間連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は884百万円となり、

前連結会計期間末に比べ108百万円減少いたしました。 

　各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

①　営業活動によるキャッシュ・フロー

　営業活動の結果得られた資金は368百万円（前中間連結会計期間は259百万円）となりました。これは、税金等調

整前中間純利益524百万円の計上、減価償却費の計上178百万円などの非資金的支出に対して、法人税等の支払い261

百万円及び売上債権の増加74百万円などによるものであります。

②　投資活動によるキャッシュ・フロー

　投資活動の結果使用した資金は279百万円（前中間連結会計期間は203百万円）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315百万円などによるものであります。

③　財務活動によるキャッシュ・フロー

　財務活動の結果使用した資金は198百万円（前中間連結会計期間は140百万円）となりました。これは、主に短期

借入金の減少150百万円、配当金の支払い43百万円などによるものであります。
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(3）通期の見通し

①　業績全般に関する見通し

　今後の見通しにつきましては、海外経済の拡大を背景に、輸出は増加を続けて行くことが期待され、国内民間需

要も、高水準の企業収益や雇用者所得の緩やかな増加を背景として引き続き増加して行くことが予想され、生産も

増加基調を辿るものと考えられ、景気は着実に回復を続けて行くことが期待されます。

　金属熱処理業界においても、国内の設備投資や、輸出向け産業工作機械は引き続き生産増加が続くものと予想さ

れ、受注は好調に推移することが期待されます。

　運送事業、その他事業におきましても、当社グループの総力を結集し、新規取引先の開拓を推進し業容の拡大を

図ってゆくと共に、効率化、合理化の推進により収益力の向上を図り経営基盤の一層の強化に努めます。

　以上の結果として、通期の連結業績につきましては、売上高は6,200百万円（前年同期比3.8％増）、経常利益は

1,020百万円（同15.3％増）、当期純利益は590百万円（前年同期比11.7％増）を見込んでおります。

②　利益配分に関する見通し

　当期の中間配当は見送りとさせていただきます。 

　また、期末配当につきましては、１株当たり７円50銭とする予定といたしております。
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４．中間連結財務諸表等
(1）中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成16年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成17年12月31日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成17年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金 ※１  861,288   894,348    1,033,345  

２．受取手形及び
売掛金

  2,166,386   2,304,265    2,229,986  

３．たな卸資産   101,741   105,702    108,056  

４．繰延税金資産   36,237   43,436    46,549  

５．その他   246,537   358,633    304,661  

貸倒引当金   △7,697   △1,132    △6,184  

流動資産合計   3,404,493 45.3  3,705,254 47.4 300,760  3,716,414 47.5

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産            

(1）建物及び構
築物

※１ 2,278,056   2,308,258    2,296,974   

減価償却累
計額

 1,430,991 847,064  1,482,993 825,264   1,455,911 841,062  

(2）機械装置及
び運搬具

※
1,3

5,195,563   5,059,773    5,178,140   

減価償却累
計額

 4,244,948 950,614  4,159,857 899,916   4,243,457 934,682  

(3）土地 ※１  1,636,376   1,636,376    1,636,376  

(4）建設仮勘定   2,104   20,630    －  

(5）その他  448,911   493,218    470,858   

減価償却累
計額

 359,386 89,524  385,018 108,199   369,849 101,008  

有形固定資産
合計

  3,525,683 46.9  3,490,387 44.6 △35,296  3,513,130 44.9

２．無形固定資産   28,690 0.4  23,255 0.3 △5,435  30,352 0.3

３．投資その他の
資産

           

(1）投資有価証
券

  216,449   276,741    247,048  

(2）繰延税金資
産

  59,004   42,247    58,513  

(3）その他   283,029   286,798    264,953  

貸倒引当金   △1,402   △831    △1,262  

投資その他の
資産合計

  557,080 7.4  604,954 7.7 47,874  569,252 7.3

固定資産合計   4,111,455 54.7  4,118,598 52.6 7,142  4,112,736 52.5

資産合計   7,515,949 100.0  7,823,852 100.0 307,902  7,829,150 100.0

            

- 6 -



  
前中間連結会計期間末
（平成16年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成17年12月31日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成17年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．支払手形及び
買掛金

  483,041   565,731    513,460  

２．短期借入金 ※１  1,107,670   860,146    1,060,107  

３．未払金   385,017   429,456    376,844  

４．未払費用   209,428   216,504    203,717  

５．未払法人税等   168,435   212,490    278,909  

６．賞与引当金   49,942   60,194    55,050  

７．その他   331,757   235,646    400,209  

流動負債合計   2,735,292 36.4  2,580,169 33.0 △155,123  2,888,300 36.9

Ⅱ　固定負債            

１．社債   350,000   350,000    350,000  

２．長期借入金 ※１  1,547,749   1,478,846    1,429,615  

３．退職給付引当
金

  240,442   236,167    251,083  

４．役員退職慰労
引当金

  257,816   277,883    269,726  

５．その他   11,093   4,819    7,956  

固定負債合計   2,407,101 32.0  2,347,715 30.0 △59,385  2,308,381 29.5

負債合計   5,142,394 68.4  4,927,885 63.0 △214,508  5,196,681 66.4

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   878,363 11.7  878,363 11.2 －  878,363 11.2

Ⅱ　資本剰余金   713,431 9.5  713,431 9.1 －  713,431 9.1

Ⅲ　利益剰余金   759,839 10.1  1,258,087 16.1 498,247  1,009,880 12.9

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  32,777 0.4  64,619 0.8 31,841  45,005 0.6

Ⅴ　自己株式   △10,857 △0.1  △18,534 △0.2 △7,677  △14,211 △0.2

資本合計   2,373,555 31.6  2,895,966 37.0 522,411  2,632,469 33.6

負債及び資本合
計

  7,515,949 100.0  7,823,852 100.0 307,902  7,829,150 100.0
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(2）中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   2,937,518 100.0  3,171,392 100.0 233,874  5,974,150 100.0

Ⅱ　売上原価   1,919,097 65.3  2,024,443 63.8 105,346  3,903,166 65.3

売上総利益   1,018,421 34.7  1,146,949 36.2 128,528  2,070,984 34.7

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

※１  582,060 19.8  600,212 18.9 18,152  1,190,466 20.0

営業利益   436,360 14.9  546,736 17.3 110,375  880,518 14.7

Ⅳ　営業外収益            

１．受取利息  2,895   2,642    5,679   

２．受取配当金  1,654   3,218    3,869   

３．投資有価証券
売却益

 9,983   13,700    12,150   

４．受取賃貸料  2,719   4,196    5,619   

５．環境事業収入  10,806   4,500    19,988   

６．その他  8,791 36,850 1.2 5,376 33,634 1.0 △3,216 16,090 63,397 1.1

Ⅴ　営業外費用            

１．支払利息  26,632   21,830    51,021   

２．支払手数料  －   26,737    －   

３．投資有価証券
評価損

 854   －    760   

４．その他  3,796 31,282 1.1 117 48,685 1.5 17,403 6,717 58,498 1.0

経常利益   441,929 15.0  531,685 16.8 89,756  885,416 14.8

Ⅵ　特別利益            

１．持分法による
投資利益

 184,076   －    184,076   

２．貸倒引当金戻
入益

 569   5,456    2,222   

３．その他 ※２ 288 184,934 6.3 59 5,515 0.2 △179,418 1,333 187,632 3.1

Ⅶ　特別損失            

１．固定資産売却
損

※３ －   500    865   

２．固定資産除却
損

※４ 9,547   12,039    22,073   

３．役員退職慰労
引当金繰入額

 111,455   －    111,455   

４．災害による損
失

 250 121,253 4.1 － 12,539 0.4 △108,713 250 134,644 2.2

税金等調整前
中間(当期)純
利益

  505,610 17.2  524,661 16.6 19,051  938,404 15.7

法人税、住民
税及び事業税

 160,617   201,654    361,562   

法人税等調整
額

 66,114 226,731 7.7 5,949 207,603 6.6 △19,128 47,923 409,485 6.8

中間(当期)純
利益

  278,878 9.5  317,057 10.0 38,178  528,919 8.9
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(3）中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）        

Ⅰ　資本剰余金期首残高   713,431  713,431  713,431

Ⅱ　資本剰余金中間期末（期末）
残高

  713,431  713,431  713,431

        

（利益剰余金の部）        

Ⅰ　利益剰余金期首残高   510,238  1,009,880  510,238

Ⅱ　利益剰余金増加高        

中間（当期）純利益  278,878 278,878 317,057 317,057 528,919 528,919

Ⅲ　利益剰余金減少高        

１．配当金  29,277  43,850  29,277  

２．役員賞与  － 29,277 25,000 68,850 － 29,277

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期末）
残高

  759,839  1,258,087  1,009,880
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(4）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

(自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日)

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
(自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日)

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間(当期)純利益  505,610 524,661 938,404

減価償却費  164,548 178,640 362,143

投資有価証券評価損  854 － 760

会員権評価損  135 － 125

退職給付引当金の増減額(△:減少)  △7,105 △14,916 3,535

役員退職慰労引当金の増加額  123,320 8,157 135,230

賞与引当金の増加額  5,562 5,143 10,671

貸倒引当金の減少額  △569 △5,483 △2,222

受取利息及び受取配当金  △4,550 △5,860 △9,548

支払利息  26,632 21,830 51,021

持分法による投資利益  △184,076 － △184,076

投資有価証券売却益  △9,983 △13,700 △12,150

固定資産除却損  9,547 12,039 22,073

固定資産売却損益  － 440 396

売上債権の増加額  △165,901 △74,278 △229,500

たな卸資産の増減額(△:増加)  3,755 2,354 △2,559

その他流動資産の減少額  2,015 341 3,156

その他固定資産の増加額  － △19,255 －

仕入債務の増減額(△:減少)  △19,964 52,271 10,455

その他流動負債の増減額(△:減少)  32,232 △2,251 57,240

未払消費税等の増減額(△:減少)  △25,330 2,112 △15,796

その他固定負債の減少額  △3,137 △3,137 △6,274

役員賞与の支払額  － △25,000 －

その他  551 393 153

小計  454,148 644,503 1,133,237

利息及び配当金の受取額  8,297 5,876 13,287

利息の支払額  △23,922 △20,072 △49,352

法人税等の支払額  △179,388 △261,647 △275,237

営業活動によるキャッシュ・フロー  259,134 368,659 821,935

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の預入による支出  △15,000 △15,000 △30,000

定期預金の払戻による収入  15,000 45,000 130,000

有形固定資産の取得による支出  △229,124 △315,635 △448,886

有形固定資産の除却による支出  △2,948 △572 △6,630

有形固定資産の売却による収入  294 250 1,996

無形固定資産の取得による支出  － △7,368 △9,912

投資有価証券の取得による支出  △77,606 △44,761 △121,103

投資有価証券の売却による収入  107,674 61,811 143,433

その他  △2,011 △3,011 15,939

投資活動によるキャッシュ・フロー  △203,721 △279,286 △325,163

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純増減額(△:減少)  100,000 △150,000 150,000

長期借入れによる収入  330,000 450,000 880,000

長期借入金の返済による支出  △540,448 △450,730 △1,306,145

自己株式の取得による支出  △1,711 △4,323 △5,066

配当金の支払額  △28,300 △43,327 △28,568

財務活動によるキャッシュ・フロー  △140,460 △198,380 △309,779

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  △11 12 6

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額(△:減少)  △85,058 △108,996 186,998

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  806,347 993,345 806,347

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高  721,288 884,348 993,345
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

１．連結の範囲に関する事項 　連結子会社は、㈱オーネックスラ

イン及び㈱オーネックスエンジニア

リングの２社であります。

同左 同左

２．持分法の適用に関する事

項

(1）持分法適用の関連会社は、㈱昌

平の１社であります。

(1）　　　　 同左 (1）　　　　 同左

 (2）持分法適用会社１社は、中間決

算日が中間連結決算日と異なりま

すが、持分法適用会社の中間会計

期間に係る財務諸表を使用してお

ります。

(2）　　　　 同左 (2）持分法適用会社１社は、決算日

が連結決算日と異なりますが、持

分法適用会社の事業年度に係る財

務諸表を使用しております。

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

　すべての連結子会社の中間期の末

日は、中間連結決算日と一致してお

ります。

同左 　すべての連結子会社の事業年度の

末日は、連結決算日と一致しており

ます。

４．会計処理基準に関する事

項

（1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　中間連結決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法に

より算定）を採用しておりま

す。

（1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　連結決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定）を採用しております。

 時価のないもの

　移動平均法による原価法を

採用しております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

　移動平均法による原価法を

採用しております。

 ②　デリバティブ

時価法を採用しております。

②　デリバティブ

同左

②　デリバティブ

同左

 ③　たな卸資産

主として総平均法による原価

法を採用しております。

③　たな卸資産

同左

③　たな卸資産

同左

 (2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

定率法を採用しております。

但し、平成10年４月１日以降取

得の建物（附属設備を除く）に

ついては定額法によっておりま

す。

なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

同左

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

同左

 建物及び構築物 10～65年

機械装置及び運搬具 3～10年

  

 ②　無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、ソフトウェア（自社利

用）については、社内における

見込利用可能期間（５年）に基

づく定額法によっております。

②　無形固定資産

同左

②　無形固定資産

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

 (3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

 ②　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備える

ため、支給見込額のうち当中間

連結会計期間負担額を計上して

おります。

②　賞与引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備える

ため、支給見込額のうち当連結

会計年度負担額を計上しており

ます。

 ③　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間連結会計

期間末において発生していると

認められる額を計上しておりま

す。

　なお、会計基準変更時差異

(275,608千円)については、15

年による按分額を費用処理して

おります。

③　退職給付引当金

同左

③　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当連結会計年度

末において発生していると認め

られる額を計上しております。

　なお、会計基準変更時差異

(275,608千円)については、15

年による按分額を費用処理して

おります。

 ④　役員退職慰労引当金

  連結財務諸表提出会社の役員

の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく当中間連結会

計期間末要支給額を計上してお

ります。

（追加情報）

　連結財務諸表提出会社は従来、

役員退職慰労金を支出時の費用

として処理しておりましたが、

前連結会計年度の下期において

内規に基づく連結会計年度末要

支給額を役員退職慰労引当金に

計上する方法に変更しておりま

す。

　なお、前中間連結会計期間は

変更後の方法によった場合に比

べ、営業利益及び経常利益はそ

れぞれ10,680千円、税金等調

整前中間純利益は122,555千円

増加しております。

④　役員退職慰労引当金

同左

 

 

 

 

――――――

 

④　役員退職慰労引当金

　連結財務諸表提出会社の役員

の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく当連結会計年

度末要支給額を計上しておりま

す。

　なお、過年度負担額は、前連

結会計年度より２年間で均等額

を繰入しております。

 

 ⑤　債務保証等損失引当金

　関係会社への債務保証等に係

る損失に備えるため、被保証者

の財政状態等を勘案し、損失負

担見込額を計上しております。

⑤　債務保証等損失引当金

――――――

⑤　債務保証等損失引当金

――――――
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

 (4）重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によっ

ております。

(4）重要なリース取引の処理方法

同左

(4）重要なリース取引の処理方法

同左

 (5）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　金利スワップについて特例処

理の要件を満たしているため特

例処理を採用しております。

(5）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

(5）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…同左

ヘッジ対象…同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…同左

ヘッジ対象…同左

 ③　ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回

避する目的で金利スワップ取引

を行っております。

③　ヘッジ方針

同左

③　ヘッジ方針

同左

 ④　ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップの特例の要件を

満たしているため有効性の判定

を省略しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

 (6）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

　消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっております。

　なお、仮払消費税等と仮受消費

税等は、相殺のうえ流動負債の

「その他」に含めて表示しており

ます。

(6）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

　消費税等の会計処理

同左

(6）その他連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

　消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっております。

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

　中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金（現金及び現金同等

物）は、手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３ヶ月

以内に償還期限の到来する短期投資

からなっております。

同左 　連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金（現金及び現金同等物）

は、手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資か

らなっております。
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間

（自　平成16年７月１日

至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日）

前連結会計年度

（自　平成16年７月１日

至　平成17年６月30日）

（固定資産の減損に係る会計基準） ―――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

　固定資産の減損に係る会計基準（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年８月９日））

及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第６号　平成

15年10月31日）が平成16年３月31日に終了す

る連結会計年度に係る連結財務諸表から適用

できることになったことに伴い、当中間連結

会計期間から同会計基準及び同適用指針を適

用しております。これによる損益に与える影

響はありません。

　 　固定資産の減損に係る会計基準（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会平成14年８月９日））

及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第６号　平成

15年10月31日）が平成16年３月31日に終了す

る連結会計年度に係る連結財務諸表から適用

できることになったことに伴い、当連結会計

年度から同会計基準及び同適用指針を適用し

ております。これによる損益に与える影響は

ありません。

表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

──────  （中間連結損益計算書）

 

 

　「支払手数料」は、前中間連結会計期間まで営業外費用

の「その他」に含めて表示していましたが、営業外費用の

総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。

　なお、前中間連結会計期間における「支払手数料」の金

額は3,604千円であります。 
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成16年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成17年12月31日）

前連結会計年度
（平成17年６月30日）

※１．担保に供している資産及びこれに対応す

る債務は、次のとおりであります。

※１．担保に供している資産及びこれに対応す

る債務は、次のとおりであります。

※１．担保に供している資産及びこれに対応す

る債務は、次のとおりであります。

(1) 工場財団抵当権を設定している資産 (1) 工場財団抵当権を設定している資産 (1) 工場財団抵当権を設定している資産

建物及び構築物 371,006千円

機械装置及び運搬具 662,119

土地 231,081

計 1,264,207

建物及び構築物    348,347千円

機械装置及び運搬具 591,666

土地 231,081

計 1,171,095

建物及び構築物  358,185千円

機械装置及び運搬具 595,486

土地 231,081

計 1,184,753

(2) 上記に対応する債務 (2) 上記に対応する債務 (2) 上記に対応する債務

短期借入金 768,860千円

長期借入金 829,045

計 1,597,905

短期借入金       539,122千円

長期借入金 662,823

計 1,201,945

短期借入金 711,711千円

長期借入金 761,714

計 1,473,425

　なお、上記債務に対し上記工場財

団抵当権のほかに現金及び預金

130,000千円を担保に供しております。

　  

(3) その他担保に供している資産 (3) その他担保に供している資産 (3) その他担保に供している資産

建物及び構築物 433,585千円

土地 1,405,294

計 1,838,880

建物及び構築物      426,973千円

土地 1,405,294

計 1,832,268

建物及び構築物 432,149千円

土地 1,405,294

計 1,837,443

(4) 上記に対応する債務 (4) 上記に対応する債務 (4) 上記に対応する債務

短期借入金 293,454千円

長期借入金 697,852

計 991,306

短期借入金       287,712千円

長期借入金 540,975

割引手形 20,349

計 849,036

短期借入金 304,684千円

長期借入金 626,197

計 930,881

　２．偶発債務

　下記持分法適用の関連会社の金融機関か

らの借入に対し、債務保証等を行っており

ます。

　２．偶発債務

──────

　２．偶発債務

──────

 

 

㈱昌平 850,000千円           

※３．機械装置及び運搬具のうち国庫補助金

等による圧縮記帳額は23,990千円であり、

取得価額から控除しております。

※３．　　　　　同左 ※３．　　　　　同左

　４．受取手形割引高は12,258千円でありま

す。

　４．受取手形割引高は20,349千円でありま

す。

　４．受取手形割引高は20,490千円でありま

す。
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及

び金額は、次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及

び金額は、次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及

び金額は、次のとおりであります。

運賃荷造費 82,450千円

役員報酬 65,044

給与手当 148,694

賞与引当金繰入額 14,612

退職給付費用 17,506

役員退職慰労引当金繰
入額

11,865

運賃荷造費     85,435千円

役員報酬 68,772

給与手当 151,596

賞与引当金繰入額 17,922

退職給付費用 13,204

役員退職慰労引当金繰
入額

12,567

運賃荷造費 166,094千円

役員報酬 130,538

給与手当 297,988

賞与引当金繰入額 16,233

退職給付費用 36,257

役員退職慰労引当金繰
入額

23,775

――――― ※２．その他（固定資産売却益）

機械装置及び運搬具   59千円

※２．その他（固定資産売却益）

機械装置及び運搬具   468千円

――――― ※３．固定資産売却損 

機械装置及び運搬具      500千円

※３．固定資産売却損

機械装置及び運搬具      865千円

※４．固定資産除却損 ※４．固定資産除却損 ※４．固定資産除却損

建物及び構築物 239千円

機械装置及び運搬具 8,630

その他 678

計 9,547

機械装置及び運搬具    11,665千円

その他 374

計 12,039

建物及び構築物    2,488千円

機械装置及び運搬具 18,179

その他 1,405

計 22,073

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係

　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係

　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成16年12月31日現在） （平成17年12月31日現在） （平成17年６月30日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 861,288

預入期間が３か月を超
える定期預金

△140,000

現金及び現金同等物 721,288

 （千円）

現金及び預金勘定 894,348

預入期間が３か月を超
える定期預金

△10,000

現金及び現金同等物 884,348

 （千円）

現金及び預金勘定 1,033,345

預入期間が３か月を超
える定期預金

△40,000

現金及び現金同等物 993,345
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①　リース取引

前中間連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取引

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取引

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

機械装置及
び運搬具

153,296 87,716 65,580

その他
(有形固定資
産)

150,257 84,592 65,664

合計 303,553 172,309 131,244

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

機械装置及
び運搬具

168,973 98,173 70,800

その他
(有形固定資
産)

140,120 104,401 35,718

合計 309,093 202,574 106,518

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

期末残
高相当
額
（千円）

機械装置及
び運搬具

174,618 96,427 78,190

その他
(有形固定資
産)

150,257 99,618 50,638

合計 324,875 196,045 128,829

（注）取得価額相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間期末残

高等に占める割合が低いため、支払利子

込み法により算定しております。

同左 （注）取得価額相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。

２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 63,913千円

１年超 67,330

合計 131,244

１年内       48,601千円

１年超 57,916

合計 106,518

１年内      60,408千円

１年超 68,421

合計 128,829

（注）未経過リース料中間期末残高相当額は、

有形固定資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により

算定しております。

同左 （注）未経過リース料期末残高相当額は、有

形固定資産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算定し

ております。

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 32,778千円

減価償却費相当額 32,778

支払リース料      36,368千円

減価償却費相当額 36,368

支払リース料      74,993千円

減価償却費相当額 74,993

４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

４．減価償却費相当額の算定方法

同左
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②　有価証券

前中間連結会計期間末（平成16年12月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1)株式 110,351 165,552 55,200

(2)債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3)その他 47,557 47,576 18

合計 157,909 213,129 55,219

　（注）　当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について854千円減損処理を行っております。

なお、当該株式の減損にあたっては、30％以上下落した場合にはすべて計上しております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 3,320

当中間連結会計期間末（平成17年12月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1)株式 104,508 206,032 101,523

(2)債券    

国債・地方債等 － － －

社債 1,025 1,140 115

その他 － － －

(3)その他 59,026 66,249 7,223

合計 164,560 273,421 108,861

　（注）　当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について減損処理を行ったものはありません。

なお、当該株式の減損にあたっては、30％以上下落した場合にはすべて計上しております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 3,320
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前連結会計年度末（平成17年６月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1) 株式 113,494 186,491 72,996

(2) 債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3) その他 54,415 57,237 2,822

合計 167,910 243,728 75,818

　（注）　連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもののうち、一部の株式については減損処理を行っており、当連

結会計年度は760千円営業外費用に計上しております。

なお、当該株式の減損にあたっては、30％以上下落した場合にはすべて計上しております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 3,320

③　デリバティブ取引

　前中間連結会計期間末（平成16年12月31日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

デリバティブ取引はすべてヘッジ会計を適用しているため記載を省略しております。

　当中間連結会計期間末（平成17年12月31日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

デリバティブ取引はすべてヘッジ会計を適用しているため記載を省略しております。

 

　前連結会計年度末（平成17年６月30日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

デリバティブ取引はすべてヘッジ会計を適用しているため記載を省略しております。
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④　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成16年７月１日　至平成16年12月31日）

 
金属熱処理
加工事業
（千円）

運送事業
（千円）

その他
（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 2,684,755 210,817 41,945 2,937,518 － 2,937,518

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 150,931 7,200 158,131 (158,131) －

計 2,684,755 361,749 49,145 3,095,650 (158,131) 2,937,518

営業費用 2,274,873 343,138 44,511 2,662,523 (161,366) 2,501,157

営業利益 409,881 18,611 4,633 433,126 3,234 436,360

当中間連結会計期間（自平成17年７月１日　至平成17年12月31日）

 
金属熱処理
加工事業
（千円）

運送事業
（千円）

その他
（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 2,899,527 236,407 35,457 3,171,392 － 3,171,392

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 150,937 4,075 155,013 (155,013) －

計 2,899,527 387,345 39,533 3,326,406 (155,013) 3,171,392

営業費用 2,368,988 377,721 36,641 2,783,351 (158,695) 2,624,655

営業利益 530,539 9,623 2,892 543,054 3,681 546,736

前連結会計年度（自平成16年７月１日　至平成17年６月30日）

 
金属熱処理
加工事業
（千円）

運送事業
（千円）

その他
（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 5,491,287 407,232 75,631 5,974,150 － 5,974,150

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 298,783 17,788 316,571 (316,571) －

計 5,491,287 706,015 93,419 6,290,722 (316,571) 5,974,150

営業費用 4,646,056 682,949 84,400 5,413,407 (319,775) 5,093,632

営業利益 845,230 23,065 9,018 877,314 3,203 880,518

　（注）１．事業区分は、製品、商品及び役務の類似性によりセグメンテーションしております。

２．各事業の主な製品

(1）金属熱処理加工事業 浸炭熱処理、窒化熱処理、焼入・焼戻し・焼なまし

(2）運送事業 工業製品及び機械の運送及び荷役

(3）その他 情報処理
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ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間（自平成16年７月１日　至平成16年12月31日）、当中間連結会計期間（自平成17年７月

１日　至平成17年12月31日）及び前連結会計年度（自平成16年７月１日　至平成17年６月30日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間（自平成16年７月１日　至平成16年12月31日）、当中間連結会計期間（自平成17年７月

１日　至平成17年12月31日）及び前連結会計年度（自平成16年７月１日　至平成17年６月30日）

　海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

１株当たり純資産額 405円60銭

１株当たり中間純利益
金額

47円64銭

１株当たり純資産額    495円71銭

１株当たり中間純利益
金額

  54円25銭

１株当たり純資産額 445円97銭

１株当たり当期純利益
金額

86円12銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　(注)　１株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

(自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日)

前連結会計年度
(自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日)

中間（当期）純利益（千円） 278,878 317,057 528,919

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 25,000

  （うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (25,000)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
278,878 317,057 503,919

期中平均株式数（株） 5,853,752 5,844,466 5,851,075

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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