
平成21年6月期 第1四半期決算短信 

平成20年11月12日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 オーネックス 上場取引所 JQ 
コード番号 5987 URL http://www.onex.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 大屋 和雄

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役管理本部本部長 （氏名） 土屋 清 TEL 046-285-3664

四半期報告書提出予定日 平成20年11月14日

1.  平成21年6月期第1四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成20年9月30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 ％

21年6月期第1四半期 1,902 ― 273 ― 259 ― 139 ―

20年6月期第1四半期 1,696 3.7 205 △27.6 199 △29.0 110 △37.5

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

21年6月期第1四半期 8.00 ―

20年6月期第1四半期 6.30 ―

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

21年6月期第1四半期 9,890 4,447 45.0 254.36
20年6月期 9,275 4,393 47.4 251.26

（参考） 自己資本   21年6月期第1四半期  4,447百万円 20年6月期  4,393百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年6月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00
21年6月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― 0.00 ― 4.00 4.00

3.  平成21年6月期の連結業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期連結累計期間 3,684 2.8 550 5.7 550 5.6 305 4.1 17.46
通期 7,532 2.7 1,141 5.5 1,137 5.5 676 △4.1 38.69

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 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  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 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（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もの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

１．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。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年6月期第1四半期  17,631,600株 20年6月期  17,631,600株

② 期末自己株式数 21年6月期第1四半期  146,605株 20年6月期  146,005株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第1四半期  17,485,145株 20年6月期第1四半期  17,490,595株
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定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

(1）業績の状況

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国におけるサブプライムローン問題を背景とする世界的な

金融不安に加え円高が進行する等、不安定な状態が続きました。企業収益が落込むと共に設備投資、輸出の伸びが

鈍化する等、景気は弱含みで推移しました。

このような経済状況のもとで、当社グループは、生産性の向上に取組み原価低減を図り収益性の向上に努めまし

た。

こうした事業活動の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は1,902百万円（前年同期比12.1%増）、営業利益

は273百万円（前年同期比33.1%増）、経常利益は259百万円（前年同期比29.9%増）、四半期純利益は139百万円（前

年同期比27.0%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。

①金属熱処理加工事業

金属熱処理業界においては、建設機械、産業工作機械業界ともに受注は順調に推移しました。一方、自動車業界

においては国内及び海外での販売の不振等により生産が停滞し、自動車部品関連の受注は伸び悩みました。

当社は、熱処理時間の短縮化を始めとした熱処理効率の改善による生産性の向上を進め収益の拡大に努めました。

また、風力発電機用歯車の熱処理工場の山口第二工場は順調に推移し、計画通りの売上を達成することが出来まし

た。

これらの結果、売上高は1,723百万円、営業利益は262百万円となりました。

②運送事業

運送事業につきましては、積極的に傭車（外注）の活用を行い、売上の拡大を図ると共に、配車の合理化及びエ

コドライブによる燃費の削減などに努めました。

これらの結果、売上高は161百万円、営業利益は９百万円となりました。

③その他

情報処理事業につきましては、営業活動を強化し、生産管理システムの新規受注獲得に努めました。

これらの結果、売上高は16百万円、営業損益は若干マイナスとなりました。

(2）キャッシュ・フローの状況

当第１四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、投資活動及び

財務活動共に増加し1,724百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は159百万円となりました。これは主に役員退職慰労引当金200百万円の減少及び法

人税等の支払239百万円に対し、税金等調整前四半期純利益240百万円、減価償却費160百万円及び賞与引当金123百

万円などの非資金項目を計上したことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果得られた資金は16百万円となりました。これは主に固定資産の取得に99百万円の支払いを行った

ものの、投資有価証券売却により41百万円の収入及び保険積立金の解約により80百万円の収入があったことによる

ものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果得られた資金は474百万円となりました。これは主に長期借入金202百万円返済を行ったものの社

債の発行により700百万円増加したことなどによるものであります。

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4）研究開発活動

当第１四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は12百万円であります。

なお、当第１四半期連結会計期間において、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。

２．連結財政状態に関する定性的情報

当第１四半期末の総資産は、現金及び預金の増加等により前期末比614百万円増加し9,890百万円となりました。

負債は、短期借入金及び社債の増加等により前期末比560百万円増加し5,443百万円となりました。

純資産は利益剰余金の増加等により前期末比54百万円増加し4,447百万円となりました。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

当第１四半期は予想通り推移いたしました。平成20年８月18日に発表の業績予想に変更はありません。

 

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

　該当事項はありません。

 

（２）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

（簡便な会計処理）

①固定資産の減価償却の算定方法

　減価償却の方法として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

分して算定しております。

②繰延税金資産の回収可能性の判断

　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予測やタックス・

プランニングを利用する方法によっております。　

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理）

該当事項はありません。

 

（３）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

①「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用

　「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四

半期連結財務諸表を作成しております。

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりまし

たが当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７

月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

③「リース取引に関する会計基準」の適用

　「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成５年６月17日　最終改正平成19年３月30日　

企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　平成６年１月

18日　最終改正平成19年３月30日　企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期間から早期に適

用し、所有権移転外ファイナンス・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か

ら通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。

　また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法に

よっております。

　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,724,359 1,074,441

受取手形及び売掛金 2,606,377 2,592,195

製品 15,868 13,991

仕掛品 54,680 62,229

原材料及び貯蔵品 87,348 89,232

繰延税金資産 93,403 50,658

その他 310,088 319,984

貸倒引当金 △741 △726

流動資産合計 4,891,384 4,202,006

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,110,516 1,131,487

機械装置及び運搬具（純額） 1,378,777 1,255,840

土地 1,838,851 1,838,851

その他（純額） 178,439 175,991

有形固定資産合計 4,506,584 4,402,171

無形固定資産 22,643 22,769

投資その他の資産   

投資有価証券 159,689 186,225

繰延税金資産 102,290 169,526

その他 208,593 293,540

貸倒引当金 △503 △515

投資その他の資産合計 470,068 648,776

固定資産合計 4,999,296 5,073,717

資産合計 9,890,680 9,275,723

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 564,647 515,091

短期借入金 744,678 676,541

1年内償還予定の社債 428,000 330,000

未払金 453,979 373,025

未払費用 211,604 234,860

未払法人税等 73,415 250,984

賞与引当金 191,653 68,359

その他 541,434 383,710

流動負債合計 3,209,412 2,832,572

固定負債   

社債 1,212,000 680,000

株式会社オーネックス　（5987）　平成21年６月期　第１四半期決算短信

－　4　－



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年６月30日) 

長期借入金 592,511 763,611

退職給付引当金 263,365 249,164

役員退職慰労引当金 142,831 343,325

その他 23,074 13,640

固定負債合計 2,233,781 2,049,741

負債合計 5,443,193 4,882,313

純資産の部   

株主資本   

資本金 878,363 878,363

資本剰余金 713,431 713,431

利益剰余金 2,875,235 2,805,297

自己株式 △36,504 △36,336

株主資本合計 4,430,525 4,360,755

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 16,961 32,654

評価・換算差額等合計 16,961 32,654

純資産合計 4,447,487 4,393,409

負債純資産合計 9,890,680 9,275,723
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 1,902,021

売上原価 1,299,086

売上総利益 602,934

販売費及び一般管理費 329,930

営業利益 273,004

営業外収益  

受取利息 1,692

受取配当金 287

受取賃貸料 2,538

スクラップ収入 3,465

その他 2,274

営業外収益合計 10,258

営業外費用  

支払利息 12,414

社債発行費 7,051

その他 4,049

営業外費用合計 23,515

経常利益 259,748

特別損失  

固定資産除却損 3,383

保険解約損 15,635

その他 107

特別損失合計 19,126

税金等調整前四半期純利益 240,621

法人税、住民税及び事業税 65,908

法人税等調整額 34,832

法人税等合計 100,741

四半期純利益 139,880
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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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30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 240,621

減価償却費 160,833

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,200

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △200,494

賞与引当金の増減額（△は減少） 123,294

受取利息及び受取配当金 △1,979

支払利息 12,414

保険解約損益（△は益） 15,635

固定資産除却損 3,383

売上債権の増減額（△は増加） △14,181

たな卸資産の増減額（△は増加） 7,555

仕入債務の増減額（△は減少） 49,556

未払消費税等の増減額（△は減少） △12,370

その他 13,262

小計 411,733

利息及び配当金の受取額 1,979

利息の支払額 △14,638

法人税等の支払額 △239,603

営業活動によるキャッシュ・フロー 159,471

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △99,416

有形固定資産の除却による支出 △1,300

有形固定資産の売却による収入 32

無形固定資産の取得による支出 △1,641

投資有価証券の取得による支出 △794

投資有価証券の売却による収入 41,946

保険積立金の解約による収入 80,000

その他 △2,476

投資活動によるキャッシュ・フロー 16,350

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（△は減少） 100,000

長期借入金の返済による支出 △202,963

社債の発行による収入 700,000

社債の償還による支出 △70,000

リース債務の返済による支出 △379

自己株式の取得による支出 △168

配当金の支払額 △52,392

財務活動によるキャッシュ・フロー 474,097

現金及び現金同等物に係る換算差額 －
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（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 649,918

現金及び現金同等物の期首残高 1,074,441

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,724,359
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　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９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 1,723,385 161,911 16,724 1,902,021 － 1,902,021

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ 80,160 7,554 87,714 (87,714) －

計 1,723,385 242,071 24,278 1,989,735 (87,714) 1,902,021

営業利益又は営業損失（△） 262,360 9,261 △441 271,181 1,823 273,004

（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

 

ｂ．所在地別セグメント情報

　当第１四半期連結累計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９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

　当第１四半期連結累計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９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。

 

（６）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。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年６月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 1,696,420

Ⅱ　売上原価 1,161,258

売上総利益 535,161

Ⅲ　販売費及び一般管理費 330,103

営業利益 205,058

Ⅳ　営業外収益 10,065

Ⅴ　営業外費用 15,171

経常利益 199,951

Ⅵ　特別利益 40

Ⅶ　特別損失 8,512

税金等調整前四半期純利益 191,479

税金費用 81,363

四半期純利益 110,115
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