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1. 2021年6月期第2四半期の連結業績（2020年7月1日～2020年12月31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 ％

2021年6月期第2四半期 2,378 △16.4 △37 ― △11 ― △161 ―

2020年6月期第2四半期 2,844 △12.6 60 △67.6 61 △67.5 44 △62.0

（注）包括利益 2021年6月期第2四半期　　△123百万円 （―％） 2020年6月期第2四半期　　52百万円 （△25.0％）

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

2021年6月期第2四半期 △97.24 ―

2020年6月期第2四半期 26.77 ―

(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 ％

2021年6月期第2四半期 10,424 5,355 51.4

2020年6月期 10,009 5,512 55.1

（参考）自己資本 2021年6月期第2四半期 5,355百万円 2020年6月期 5,512百万円

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

2020年6月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00

2021年6月期 ― 0.00

2021年6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. 2021年 6月期の連結業績予想（2020年 7月 1日～2021年 6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 5,145 △3.2 112 464.2 122 386.8 △19 △249.4 △11.85

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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

(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 ： 無

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

(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） 2021年6月期2Q 1,660,000 株 2020年6月期 1,660,000 株

② 期末自己株式数 2021年6月期2Q 3,961 株 2020年6月期 3,961 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年6月期2Q 1,656,039 株 2020年6月期2Q 1,656,039 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

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当たっての注意事項等につきましては、添付資料２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米中貿易摩擦等の影響が続く中、第１四半期は新型コロナウ

イルス感染者数が一時増加したものの、その後減少し社会経済活動の再開が段階的に進められ回復の兆しがみられ

ました。しかしながら、第２四半期に入り再び新型コロナウイルス感染症の拡大が始まり、生産活動の停滞や需要

の減速により企業収益や雇用環境は依然厳しく、先行き不透明な状況が続いております。

このような経済状況の下で、当社グループは、経営資源の最適配置と経営の効率化を図るため、売上の減少及び

今後の受注の伸びが期待できない長野工場の閉鎖を当第２四半期の10月に決定しました。

こうした事業活動の結果、売上高は、主力取引業界である自動車部品関連、産業工作機械関連などの受注は総じ

て低調に推移したため、前年同四半期連結累計期間と比較して減少しました。また、経費面では、エネルギーコス

トの減少や経費削減等に努めましたが、売上の減少を吸収するには至らず、営業損失となりました。

当第２四半期連結累計期間の売上高は2,378百万円(前年同四半期比△16.4％減)、営業損失は△37百万円(前年同

四半期は営業利益60百万円)、経常損失は△11百万円(前年同四半期は経常利益61百万円)、親会社株主に帰属する四

半期純損失は△161百万円(前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純利益44百万円)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

金属熱処理業界につきましては、主力取引業界である自動車部品関連、産業工作機械関連などの受注は、いず

れも低調に推移したため、前年同四半期連結累計期間と比較して売上高は減少しました。また、株式会社オーネ

ックステックセンターの売上も前年同四半期連結累計期間と比較して減少しました。経費面では、エネルギーコ

ストの減少や経費削減等に努めましたが、売上の減少を吸収するまでには至らず、セグメント利益は減少しまし

た。

これらの結果、売上高は2,097百万円(前年同四半期比△15.6％減)、セグメント損失は△53百万円(前年同四半

期はセグメント利益24百万円)となりました。

② 運送事業

運送事業につきましては、配車の効率化及びエコドライブによる燃料費の削減などに努めたものの新型コロナ

ウイルス感染症の影響による受注減により、売上高、セグメント利益ともに減少しました。

これらの結果、売上高は281百万円(前年同四半期比△21.5％減)、セグメント利益は３百万円(前年同四半期比

△78.9％減)となりました。

（２）財政状態に関する説明

(資産)

資産合計は、前連結会計年度末と比較して415百万円増加し、10,424百万円となりました。これは主に有形固定資

産が279百万円減少したものの、現金及び預金が645百万円増加したことなどによるものです。

(負債)

負債合計は、前連結会計年度末と比較して571百万円増加し、5,068百万円となりました。これは主に長期借入金

が505百万円増加したことなどによるものです。

(純資産)

純資産合計は、前連結会計年度末と比較して156百万円減少し、5,355百万円となりました。これは主に利益剰余

金が194百万円減少したことによるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　 2021年6月期の連結業績予想につきましては、2020年12月16日に公表いたしました業績予想に変更はありません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年６月30日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,438,249 3,083,967

受取手形及び売掛金 953,173 1,080,818

電子記録債権 489,892 429,058

製品 25,152 21,031

仕掛品 20,749 23,483

原材料及び貯蔵品 94,776 96,428

その他 136,881 92,068

流動資産合計 4,158,873 4,826,856

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,174,161 1,128,247

機械装置及び運搬具（純額） 1,471,065 1,332,899

土地 2,275,851 2,201,424

リース資産（純額） 122,363 108,962

建設仮勘定 210 22,508

その他（純額） 208,900 178,764

有形固定資産合計 5,252,552 4,972,807

無形固定資産 50,738 54,895

投資その他の資産

投資有価証券 200,364 203,607

繰延税金資産 218,428 236,966

その他 128,027 129,511

貸倒引当金 △528 △55

投資その他の資産合計 546,291 570,031

固定資産合計 5,849,581 5,597,733

繰延資産 638 －

資産合計 10,009,094 10,424,590
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年６月30日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 85,715 119,056

電子記録債務 138,753 103,128

短期借入金 779,288 914,396

1年内償還予定の社債 15,000 10,000

未払金 108,209 144,197

未払費用 212,816 234,533

未払法人税等 13,609 20,928

賞与引当金 16,603 15,427

その他 347,966 222,270

流動負債合計 1,717,962 1,783,937

固定負債

社債 2,500 －

長期借入金 1,943,719 2,449,033

退職給付に係る負債 673,868 686,283

その他 158,932 149,706

固定負債合計 2,779,020 3,285,023

負債合計 4,496,982 5,068,961

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 3,937,740 3,743,583

自己株式 △6,019 △6,019

株主資本合計 5,523,515 5,329,358

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △11,403 26,270

その他の包括利益累計額合計 △11,403 26,270

純資産合計 5,512,111 5,355,628

負債純資産合計 10,009,094 10,424,590
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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 2019年７月１日
　至 2019年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
　至 2020年12月31日)

売上高 2,844,142 2,378,983

売上原価 2,225,231 1,891,708

売上総利益 618,911 487,275

販売費及び一般管理費 558,646 524,815

営業利益又は営業損失（△） 60,265 △37,540

営業外収益

受取利息 1,166 1,166

受取配当金 3,464 1,743

受取賃貸料 3,580 3,433

スクラップ収入 2,387 2,885

雇用調整助成金 － 26,890

その他 4,831 5,359

営業外収益合計 15,430 41,478

営業外費用

支払利息 9,544 11,046

支払手数料 3,134 3,118

その他 1,079 889

営業外費用合計 13,759 15,053

経常利益又は経常損失（△） 61,936 △11,115

特別利益

固定資産売却益 7,003 4,575

保険差益 124 －

特別利益合計 7,127 4,575

特別損失

固定資産売却損 － 29,375

固定資産除却損 2,060 6,698

減損損失 － 80,751

投資有価証券評価損 － 43,839

特別損失合計 2,060 160,664

税金等調整前四半期純利益又は
税金等調整前四半期純損失（△）

67,004 △167,204

法人税、住民税及び事業税 19,768 20,169

法人税等調整額 2,906 △26,338

法人税等合計 22,674 △6,168

四半期純利益又は四半期純損失（△） 44,329 △161,035

親会社株主に帰属する四半期純利益又は
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）

44,329 △161,035
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四半期連結包括利益計算書

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 2019年７月１日
　至 2019年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
　至 2020年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 44,329 △161,035

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 8,422 37,673

その他の包括利益合計 8,422 37,673

四半期包括利益 52,752 △123,362

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 52,752 △123,362

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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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。

　


