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1.  平成23年6月期第3四半期の連結業績（平成22年7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6月期第3四半期 4,207 26.9 544 350.3 547 318.6 314 143.5
22年6月期第3四半期 3,316 △27.1 120 △43.5 130 △33.4 129 81.7

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6月期第3四半期 17.97 ―

22年6月期第3四半期 7.38 ―

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6月期第3四半期 8,941 4,829 54.0 276.31
22年6月期 8,140 4,520 55.5 258.60

（参考） 自己資本   23年6月期第3四半期  4,829百万円 22年6月期  4,520百万円

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  

（注）23年６月期の期末配当金３円00銭の内訳 普通配当２円00銭 記念配当１円00銭 

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6月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00
23年6月期 ― 0.00 ―

23年6月期 
（予想）

3.00 3.00

3.  平成23年6月期の連結業績予想（平成22年7月1日～平成23年6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 5,400 16.6 570 88.3 570 80.3 320 △17.3 18.31



(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報告書の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おります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の業績予想につきましては、現時点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、様々な要因によって実際の業績と異なる
可能性があります。なお、業績予想の前提となる条件等につきましては、【添付資料】P．２「連結業績予想に関する定性的情報」をご参照下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P．３「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6月期3Q 17,631,600株 22年6月期  17,631,600株

② 期末自己株式数 23年6月期3Q  153,035株 22年6月期  151,912株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年6月期3Q 17,479,515株 22年6月期3Q  17,481,072株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年より引続き、持ち直しの動きがみられましたが、依然と

して円高による景気への下振れ及び雇用情勢の悪化の懸念に加えて３月には東日本大震災が発生するなど厳しい状

況が続きました。 

 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３四半期連結累計期間の売上高は4,207百万円（前年同四半期比26.9%増）、営業

利益は544百万円（前年同四半期比350.3%増）、経常利益は547百万円（前年同四半期比318.6%増）、四半期純利益

は314百万円（前年同四半期比143.5%増）となりました。 

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 

 金属熱処理加工事業においては、自動車業界、産業工作機械、建設機械業界向け等の熱処理受注が増加いたしま

した。 

 このような状況の中で、熱処理効率の改善による生産性の向上や経費の削減を進め、収益の確保に努めました。

 これらの結果、売上高は3,831百万円、セグメント利益は508百万円となりました。 

②運送事業 

運送事業につきましては、売上高が回復基調にある中、傭車（外注）便を活用すると共に、運行管理の徹底、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329百万円、セグメント利益は32百万円となりました。 

③情報処理事業 

情報処理事業につきましては、営業活動を強化し、新規受注獲得に努めました。 

これらの結果、売上高は45百万円、セグメント利益は14百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期末の総資産は、現金及び預金、受取手形及び売掛金の増加等により前期末比800百万円増加し8,941

百万円となりました。負債は、短期借入金及び未払法人税等の増加等により前期末比491百万円増加し4,111百万円

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309百万円増加し4,829百万円となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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。）は前連結会計年度末と比較

し830百万円増加し2,449百万円となりました。  

（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847百万円（前年同四半期は490百万円）となりました。これは主に税金等調整前

四半期純利益531百万円、減価償却費332百万円など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） 

 投資活動の結果使用した資金は118百万円（前年同四半期は150百万円）となりました。これは主に有形固定資産

の取得に124百万円、無形固定資産の取得に41百万円の支払いを行ったことなど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102百万円（前年同四半期は194百万円の支出）となりました。これは主に長期借

入金の返済323百万円及び社債の償還268百万円を行ったものの、短期借入による収入500百万円、長期借入による

収入150百万円及び社債の発行による収入100百万円があったことなどによるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 わが国経済においては３月11日に発生した東日本大震災の影響等が懸念されておりますが、現時点で当社グルー

プの業績に与える影響は不確定であるため、平成23年６月期通期の業績予想につきましては変更しておりません。

 なお、業績予想に修正の必要が生じた場合には速やかに開示いたします。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

（簡便な会計処理） 

①固定資産の減価償却方法  

 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。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①会計処理基準に関する事項の変更  

（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。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

  

②表示方法の変更 

（四半期連結貸借対照表） 

 前第３四半期連結会計期間において、有形固定資産の「その他」に含めて表示しておりました「リース資産（純

額）及び「建設仮勘定」は、重要性が増加したため、当第３四半期連結会計期間では区分掲記することとしまし

た。なお、前第３四半期連結会計期間の「その他」に含まれる「リース資産（純額）」は、86,838千円、「建設仮

勘定」は、3,000千円であります。 

  

（四半期連結損益計算書） 

 「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３四半期連結累計期間及び当第３四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。  

  

  

  

  

２．その他の情報
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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３四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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,459,109 1,628,642

受取手形及び売掛金 1,858,212 1,718,650

有価証券 － 991

製品 8,445 7,012

仕掛品 36,672 37,880

原材料及び貯蔵品 91,213 91,455

繰延税金資産 67,938 19,578

その他 211,648 276,809

貸倒引当金 △743 △634

流動資産合計 4,732,498 3,780,384

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 924,482 969,796

機械装置及び運搬具（純額） 725,866 890,406

土地 1,838,851 1,838,851

リース資産（純額） 92,012 82,191

建設仮勘定 40,300 3,000

その他（純額） 70,722 76,285

有形固定資産合計 3,692,234 3,860,530

無形固定資産 92,731 55,988

投資その他の資産   

投資有価証券 186,621 163,505

繰延税金資産 135,158 134,787

その他 102,170 145,396

貸倒引当金 △210 △233

投資その他の資産合計 423,739 443,456

固定資産合計 4,208,706 4,359,975

資産合計 8,941,204 8,140,360

株式会社オーネックス（5987）平成23年６月期 第３四半期決算短信

－4－



（単位：千円）

当第３四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６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 373,974 320,535

短期借入金 824,705 409,380

1年内償還予定の社債 298,000 278,000

未払金 263,747 325,901

未払費用 187,855 157,110

未払法人税等 260,602 44,626

賞与引当金 105,720 32,658

その他 140,448 128,823

流動負債合計 2,455,054 1,697,036

固定負債   

社債 587,000 775,000

長期借入金 612,125 700,510

退職給付引当金 310,733 299,431

役員退職慰労引当金 － 80,899

その他 146,708 67,207

固定負債合計 1,656,567 1,923,048

負債合計 4,111,621 3,620,084

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 3,247,935 2,968,733

自己株式 △37,345 △37,219

株主資本合計 4,802,385 4,523,308

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 27,197 △3,033

評価・換算差額等合計 27,197 △3,033

純資産合計 4,829,582 4,520,275

負債純資産合計 8,941,204 8,140,360
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（２）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21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 3,316,021 4,207,701

売上原価 2,423,646 2,856,060

売上総利益 892,374 1,351,641

販売費及び一般管理費 771,430 806,978

営業利益 120,944 544,662

営業外収益   

受取利息 4,145 4,113

受取配当金 508 1,582

投資有価証券売却益 － 6,226

受取賃貸料 7,768 6,780

スクラップ収入 4,278 9,670

雇用調整助成金収入 24,403 －

工場設置奨励金 － 4,361

その他 11,394 5,497

営業外収益合計 52,498 38,232

営業外費用   

支払利息 34,157 25,706

支払手数料 8,576 8,560

社債発行費 － 809

その他 22 710

営業外費用合計 42,755 35,786

経常利益 130,686 547,108

特別利益   

投資有価証券売却益 － 255

固定資産売却益 － 15

保険解約益 7,604 －

役員退職慰労引当金戻入額 10,299 2,165

特別利益合計 17,903 2,436

特別損失   

固定資産売却損 53 77

固定資産除却損 2,749 3,306

投資有価証券評価損 939 －

会員権売却損 － 14,637

特別損失合計 3,741 18,022

税金等調整前四半期純利益 144,848 531,522

法人税、住民税及び事業税 28,936 274,041

法人税等調整額 △13,124 △56,680

法人税等合計 15,812 217,361

少数株主損益調整前四半期純利益 － 314,161

四半期純利益 129,036 314,161
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

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

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

売上高 1,206,935 1,408,306

売上原価 847,383 959,747

売上総利益 359,551 448,559

販売費及び一般管理費 260,442 267,229

営業利益 99,108 181,329

営業外収益   

受取利息 1,452 1,363

受取配当金 31 167

投資有価証券売却益 － 5,858

受取賃貸料 2,384 2,166

スクラップ収入 1,190 2,381

雇用調整助成金収入 1,688 －

その他 2,550 1,844

営業外収益合計 9,297 13,781

営業外費用   

支払利息 11,273 8,098

支払手数料 2,513 2,774

その他 3 25

営業外費用合計 13,790 10,897

経常利益 94,616 184,213

特別利益   

固定資産売却益 － 15

投資有価証券評価損戻入益 5,747 －

特別利益合計 5,747 15

特別損失   

固定資産除却損 15 1,748

会員権売却損 － 14,637

特別損失合計 15 16,386

税金等調整前四半期純利益 100,348 167,842

法人税、住民税及び事業税 18,582 105,283

法人税等調整額 △10,275 △39,382

法人税等合計 8,307 65,900

少数株主損益調整前四半期純利益 － 101,941

四半期純利益 92,041 101,941
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年７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 144,848 531,522

減価償却費 409,783 332,869

投資有価証券評価損益（△は益） 939 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,657 11,302

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △86,100 △80,899

賞与引当金の増減額（△は減少） 63,158 73,061

受取利息及び受取配当金 △4,653 △5,696

支払利息 34,157 25,706

投資有価証券売却損益（△は益） － △6,482

保険解約損益（△は益） △7,604 －

固定資産除却損 2,749 3,306

売上債権の増減額（△は増加） △339,830 △139,562

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,265 16

仕入債務の増減額（△は減少） 103,840 53,438

未払又は未収消費税等の増減額 32,559 19,059

その他 △26,464 112,487

小計 324,460 930,131

利息及び配当金の受取額 4,674 5,696

利息の支払額 △40,025 △32,258

法人税等の支払額 △10,384 △56,327

法人税等の還付額 212,130 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 490,855 847,241

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 △10,000 △10,000

定期預金の払戻による収入 10,000 10,000

有形固定資産の取得による支出 △100,556 △124,590

有形固定資産の除却による支出 △600 △1,428

有形固定資産の売却による収入 1,285 680

無形固定資産の取得による支出 △29,668 △41,373

投資有価証券の取得による支出 △43,898 △12,121

投資有価証券の売却による収入 － 30,634

保険積立金の解約による収入 22,900 －

その他 △458 29,516

投資活動によるキャッシュ・フロー △150,997 △118,683

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） 40,000 500,000

長期借入れによる収入 580,000 150,000

長期借入金の返済による支出 △507,224 △323,060

社債の発行による収入 － 100,000

社債の償還による支出 △258,000 △268,000

リース債務の返済による支出 △14,208 △22,002

自己株式の取得による支出 △257 △125

配当金の支払額 △34,796 △34,217

財務活動によるキャッシュ・フロー △194,485 102,593
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年３月31日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △685

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 145,372 830,466

現金及び現金同等物の期首残高 1,606,809 1,618,642

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,752,182 2,449,109
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 該当事項はありません。  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕  

前第３四半期連結会計期間（自平成22年１月１日 至平成22年３月31日） 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成21年７月１日 至平成22年３月31日） 

 （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 

  

 〔所在地別セグメント情報〕 

前第３四半期連結会計期間（自平成22年１月１日 至平成22年３月31日） 

 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。    

  

前第３四半期連結累計期間（自平成21年７月１日 至平成22年３月31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。 

  

〔海外売上高〕  

前第３四半期連結会計期間（自平成22年１月１日 至平成22年３月31日） 

 海外売上高は、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。 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成21年７月１日 至平成22年３月31日） 

 海外売上高は、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。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
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  1,095,925  96,738  14,271  1,206,935  －  1,206,935

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  56,745  30,258  87,003 (87,003)  －

計  1,095,925  153,483  44,529  1,293,938 (87,003)  1,206,935

営業利益  81,393  6,173  17,616  105,184  △6,075  99,108

  
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  2,995,929  276,101  43,989  3,316,021  －  3,316,021

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  164,746  57,175  221,921 (221,921)  －

計  2,995,929  440,847  101,164  3,537,942 (221,921)  3,316,021

営業利益  88,858  16,497  22,113  127,469  △6,525  120,944

(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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〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている

ものであります。  

 当社グループは、取引先の品物に熱処理加工を施す事業を営んでおり、それに付随する品物等の運送及び

情報処理事業の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。  

 したがいまして、事業区分に基づき「金属熱処理加工事業」、「運送事業」、「情報処理事業」の３つを

報告セグメントとしております。 

 各報告セグメントに属する主な内容は、次のとおりです。 

   

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第３四半期連結累計期間（自平成22年７月１日 至平成23年３月31日） 

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額11,415千円はセグメント間取引の消去であります。  

   ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

  

当第３四半期連結会計期間（自平成23年１月１日 至平成23年３月31日） 

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額1,203千円はセグメント間取引の消去であります。 

   ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

   

           （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。 

報告セグメント 主な内容  

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 

運送事業 工業製品及び機械の運送及び荷役 

情報処理事業 コンピュータソフトウェアの開発及び保守 

  

報告セグメント
調整額 
（注）１ 

四半期連結損益

計算書計上額 
（注）２ 

金属熱処理
加工事業 

運送事業 情報処理事業 計

売上高             

外部顧客への売上高  3,831,957  329,784  45,960  4,207,701  －  4,207,701

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －  198,434  58,428  256,862  (256,862)  －

計  3,831,957  528,218  104,388  4,464,563  (256,862)  4,207,701

セグメント利益  508,943  32,467  14,668  556,078  (11,415)  544,662

  

報告セグメント
調整額 
（注）１ 

四半期連結損益

計算書計上額 
（注）２ 

金属熱処理
加工事業 

運送事業 情報処理事業 計

売上高             

外部顧客への売上高  1,281,392  109,322  17,591  1,408,306  －  1,408,306

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －  64,750  13,206  77,956  (77,956)  －

計  1,281,392  174,073  30,797  1,486,263  (77,956)  1,408,306

セグメント利益  172,106  9,678  747  182,533  (1,203)  181,329
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 該当事項はありません。  

  

  

（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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