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1.  平成25年6月期第3四半期の連結業績（平成24年7月1日～平成25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 ％

25年6月期第3四半期 3,644 △17.0 82 △82.9 84 △82.6 33 △87.1
24年6月期第3四半期 4,391 4.4 484 △11.1 483 △11.7 262 △16.5

（注）包括利益 25年6月期第3四半期 54百万円 （△79.3％） 24年6月期第3四半期 262百万円 （△23.7％）

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

25年6月期第3四半期 1.95 ―
24年6月期第3四半期 15.01 ―

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

25年6月期第3四半期 7,916 5,042 63.7 304.33
24年6月期 8,270 5,159 62.4 295.22
（参考） 自己資本   25年6月期第3四半期  5,042百万円 24年6月期  5,159百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

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

24年6月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
25年6月期 ― 0.00 ―
25年6月期（予想） 3.00 3.00

3. 平成25年 6月期の連結業績予想（平成24年 7月 1日～平成25年 6月30日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

通期 4,950 △14.5 145 △76.6 150 △76.0 100 △70.7 5.72



(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  

(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 

(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 
 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「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業
績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年6月期3Q 17,631,600 株 24年6月期 17,631,600 株
② 期末自己株式数 25年6月期3Q 1,063,076 株 24年6月期 154,833 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年6月期3Q 17,385,766 株 24年6月期3Q 17,477,275 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国をはじめとする新興国の成長鈍化、欧州財政危機等世 

界経済の減速、円高、株安、デフレ経済等の影響から先行きに対する不透明感が根強く残りました。一方で新政 

権のデフレ脱却政策により円安、株高基調となる等厳しい状況の中にも明るい兆しが見え、実体経済への反映には

今しばらく時間を要すると考えられますが、成長期待は高まってきました。  

 このような経済状況の下で、当社グループは、受注確保に努めましたが、主力取引業界である自動車、建設機 

械、産業工作機械業界等全般に受注が減少したため、売上は前年同四半期連結累計期間と比較して減収となりまし

た。また電力費の値上げや減価償却費の増加等製造コストが上昇したことから、人件費、修繕費等の削減に努めま

したが、前年同四半期連結累計期間と比較して減益となりました。 

 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3,644百万円（前年同四半期比17.0%減）、営業

利益は82百万円（前年同四半期比82.9%減）、経常利益は84百万円（前年同四半期比82.6%減）、四半期純利益は  

33百万円（前年同四半期比87.1%減）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 

 金属熱処理業界においては、中国経済の成長鈍化等により輸出が大幅に減少した影響から、自動車・建設機械・

工作機械等も生産調整され当社受注も低迷しました。 

 また、電力料金の値上げ、減価償却費の増加等の製造コストが上昇したことから、人件費、修繕費等の経費削減

に努めましたが、前年同期比減収減益となりました。 

 なお風力発電については、増速機用歯車の熱処理を主に手がけておりますが、再生可能エネルギー導入の機運は

高まっているものの、北米のシェールガス等低価格エネルギー開発により発電機事業は停滞しており、当社受注も

伸び悩みました。 

 これらの結果、売上高は3,270百万円(前年同四半期比18.2%減）、セグメント利益は60百万円（前年同四半 

期比87.2%減）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359百万円（前年同四半期比2.4%増）、セグメント利益29百万円（前年同四半期比 

21.0%減）となりました。 

③情報処理事業 

 情報処理事業を行っていた㈱オーネックスエンジニアリングは平成25年１月31日付をもって解散しております。

 この結果、売上高は14百万円（前年同四半期比64.9%減）、セグメント損失は19百万円（前年同四半期は13百万

円の利益）となりました。 

      

（２）連結財政状態に関する定性的情報  

（資産） 

 資産合計は、前連結会計年度末と比較して354百万円減少し7,916百万円となりました。これは主に現金及び預金

が50百万円,リース資産が51百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が364百万円、機械装置及び運搬具が127

百万円減少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237百万円減少し2,873百万円となりました。これは主に短期借入金が

104百万円増加したものの、1年以内償還予定の社債が100百万円、未払金が102百万円、未払法人税等が110百万円

減少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117百万円減少し5,042百万円となりました。これは主に自己株式が

118百万円増加したことなどによるものです。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、平成25年２月12日の「業績予想の修正に関するお知らせ」で公表いたしました通

期の連結業績予想から変更はありません。 

 なお、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。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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 

  （減価償却方法の変更） 

  当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年７月１日以後に取得

 した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

  これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期

 純利益はそれぞれ7,227千円増加しております。  

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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24年６月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,761,518 1,812,214

受取手形及び売掛金 1,958,599 1,594,206

製品 11,477 14,188

仕掛品 40,508 38,385

原材料及び貯蔵品 93,759 92,475

繰延税金資産 23,456 36,592

その他 183,063 171,678

貸倒引当金 △519 △306

流動資産合計 4,071,864 3,759,435

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 847,811 809,702

機械装置及び運搬具（純額） 674,085 546,568

土地 1,838,851 1,838,851

リース資産（純額） 96,951 148,817

建設仮勘定 51,446 83,330

その他（純額） 88,013 111,518

有形固定資産合計 3,597,159 3,538,788

無形固定資産 192,374 188,873

投資その他の資産   

投資有価証券 153,408 184,711

繰延税金資産 135,548 124,941

その他 120,483 120,781

貸倒引当金 － △1,246

投資その他の資産合計 409,440 429,186

固定資産合計 4,198,974 4,156,848

資産合計 8,270,838 7,916,284

株式会社オーネックス（5987）平成25年６月期 第３四半期決算短信

－ 4 －



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年６月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 399,489 326,057

短期借入金 347,504 451,764

1年内償還予定の社債 278,000 178,000

未払金 248,155 145,439

未払費用 241,251 225,800

未払法人税等 119,577 8,629

賞与引当金 30,127 88,375

その他 159,875 206,006

流動負債合計 1,823,980 1,630,074

固定負債   

社債 379,000 311,000

長期借入金 445,004 427,096

退職給付引当金 319,208 330,557

その他 144,166 175,227

固定負債合計 1,287,379 1,243,881

負債合計 3,111,360 2,873,956

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 3,603,595 3,585,121

自己株式 △37,701 △156,668

株主資本合計 5,157,688 5,020,247

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,789 22,080

その他の包括利益累計額合計 1,789 22,080

純資産合計 5,159,478 5,042,328

負債純資産合計 8,270,838 7,916,284
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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23年７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 4,391,640 3,644,887

売上原価 3,045,283 2,748,497

売上総利益 1,346,357 896,390

販売費及び一般管理費 862,109 813,636

営業利益 484,247 82,753

営業外収益   

受取利息 4,087 3,681

受取配当金 1,108 1,396

受取賃貸料 6,428 5,874

スクラップ収入 7,424 7,427

工場設置奨励金 3,831 －

その他 8,917 9,652

営業外収益合計 31,798 28,033

営業外費用   

支払利息 24,810 16,607

支払手数料 7,177 7,406

社債発行費 809 809

その他 108 1,938

営業外費用合計 32,906 26,762

経常利益 483,139 84,024

特別利益   

固定資産売却益 5,377 5,799

保険解約益 － 16,280

特別利益合計 5,377 22,079

特別損失   

固定資産売却損 － 650

固定資産除却損 4,145 3,420

リース解約損 2,186 －

割増退職金 － 12,154

特別損失合計 6,332 16,224

税金等調整前四半期純利益 482,184 89,879

法人税、住民税及び事業税 251,914 67,651

法人税等調整額 △32,060 △11,727

法人税等合計 219,854 55,923

少数株主損益調整前四半期純利益 262,330 33,955

四半期純利益 262,330 33,955
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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23年７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 262,330 33,955

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 299 20,290

その他の包括利益合計 299 20,290

四半期包括利益 262,630 54,246

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 262,630 54,246

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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   該当事項はありません。   

   

   

 当社は、当第３四半期連結会計期間において、平成25年３月25日開催の取締役会決議に基づき、自己株式

907,000株を取得いたしました。   

  この自己株式の取得及び単元未満株式の買取りにより、自己株式が118,966千円増加し、当第３四半期連結会計

期間末において自己株式が156,668千円となりました。 

   

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成23年７月１日 至平成24年３月31日） 

１．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  

（注） １．セグメント利益の調整額△43,932千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。  

  

２．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。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成24年７月１日 至平成25年３月31日） 

１．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  

（注） １．セグメント利益又は損失（△）の調整額12,311千円はセグメント間取引の消去であります。  

２．セグメント利益又は損失（△）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．情報処理事業を行っておりました㈱オーネックスエンジニアリングは、平成25年１月31日付をもって 

 解散しております。  

  

２．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。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

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  3,997,893  351,488  42,258  4,391,640  －  4,391,640

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －  211,514  141,386  352,900  △352,900  －

計  3,997,893  563,002  183,645  4,744,540  △352,900  4,391,640

セグメント利益  477,321  37,252  13,605  528,180  △43,932  484,247

  （単位：千円）

  

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
（注）３ 

計 

売上高             

外部顧客への売上高  3,270,065  359,969  14,852  3,644,887  －  3,644,887

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －  204,650  26,842  231,492  △231,492  －

計  3,270,065  564,620  41,694  3,876,379  △231,492  3,644,887

セグメント利益又は損失(△)  60,926  29,417  △19,901  70,441  12,311  82,753

株式会社オーネックス（5987）平成25年６月期 第３四半期決算短信

－ 8 －



 当社は、平成25年４月26日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却すること

を決議し、以下のとおり自己株式の消却を実施いたしました。 

 (1)消却の理由 

 発行株式数の減少を通じた一層の株主利益の増進を図るため 

 (2)消却の方法 

 利益剰余金から減額 

 (3)消却した株式の種類 

 普通株式 

 (4)消却した株式の数 

 1,031,600株（消却前の発行済株式総数の5.85%） 

 (5)消却後の発行済株式総数 

 16,600,000株 

 (6)消却日 

 平成25年５月８日  

（６）重要な後発事象
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