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1. 平成26年6月期第2四半期の連結業績（平成25年7月1日～平成25年12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 ％

26年6月期第2四半期 2,443 △3.4 12 △87.5 17 △83.0 16 △66.0
25年6月期第2四半期 2,528 △15.4 103 △73.2 104 △72.9 48 △77.2

（注）包括利益 26年6月期第2四半期 32百万円 （△32.9％） 25年6月期第2四半期 48百万円 （△74.7％）

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

26年6月期第2四半期 0.99 ―
25年6月期第2四半期 2.76 ―

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

26年6月期第2四半期 7,966 5,081 63.8 306.71
25年6月期 7,820 5,098 65.2 307.71
（参考）自己資本 26年6月期第2四半期 5,081百万円 25年6月期 5,098百万円

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

25年6月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
26年6月期 ― 0.00
26年6月期（予想） ― 3.00 3.00

3. 平成26年 6月期の連結業績予想（平成25年 7月 1日～平成26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 5,280 8.6 274 114.9 273 101.3 166 104.2 10.03



(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利用にあたっての注意事項等については、添付資料３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。 

※ 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 ： 無
②①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） 26年6月期2Q 16,600,000 株 25年6月期 16,600,000 株
② 期末自己株式数 26年6月期2Q 32,651 株 25年6月期 31,476 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年6月期2Q 16,567,766 株 25年6月期2Q 17,476,707 株
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（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、新政権発足後のデフレ脱却政策の効果及び円安定着化により

大企業を中心に企業収益は改善しています。しかしながら、新興国の成長鈍化、欧州財政危機等世界経済の減速、

円安による物価上昇、消費税増税に伴う国内景気の減速懸念などのマイナス要因があり、先行き不透明感が根強く

残っています。 

 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伸び悩み、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、ガス・電力費の上昇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２四半期連結累計期間の売上高は2,443百万円（前年同四半期比3.4%減）、営業

利益は12百万円（前年同四半期比87.5%減）、経常利益は17百万円（前年同四半期比83.0%減）、四半期純利益は16

百万円（前年同四半期比66.0%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、円安の定着化により輸出環境は好転していますが、自動車・建設機械・工作機械等

の主力取引業界の海外生産体制は確立しており、主力取引先の受注回復は緩やかなものに止まっております。 

 一方、ガス、電気料金の上昇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、前年同四半期比減収減益となりました。 

 また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、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2,156百万円（前年同四半期比5.3％減）、セグメント損失は22百万円（前年同四半期は

83百万円のセグメント利益）となりました。 

②運送事業 

 運送事業につきましては、インフラ整備関連取引先の開拓等受注拡大に努め、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286百万円（前年同四半期比21.0％増）、セグメント利益は27百万円（前年同四半期比

8.8％増）となりました。 

  

（２）財政状態に関する説明 

①資産、負債及び純資産の状況 

 資産合計は、前連結会計年度末と比較して146百万円増加し7,966百万円となりました。これは主に未収還付法人

税等が82百万円及び機械装置及び運搬具が69百万円減少したものの、現金及び預金が291百万円増加したことなど

によるものであります。 

 負債合計は、前連結会計年度末と比較して163百万円増加し2,885百万円となりました。これは主に短期借入金が

113百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が51百万円及び長期借入金が190百万円増加したことなどによるも

のであります。 

 純資産合計は、前連結会計年度末と比較して17百万円減少し5,081百万円となりました。これは主に利益剰余金

が33百万円減少したものの、その他有価証券評価差額金が16百万円増加したことなどによるものであります。 

   

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間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

291百万円増加し2,011百万円となりました。 

（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408百万円（前年同四半期は393百万円）となりました。これは主に減価償却費

201百万円の計上、仕入債務51百万円の増加及び法人税等の還付額87百万円など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128百万円（前年同四半期は72百万円）となりました。これは主に有形固定資産

の取得に127百万円の支払いを行ったことなどによるものであります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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11百万円（前年同四半期は58百万円）となりました。これは主に短期借入金の返

済100百万円、長期借入金の返済173百万円、社債の償還79百万円、リース債務の返済36百万円及び配当金の支払49

百万円があったものの、長期借入れによる収入350百万円、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）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 連結業績予想につきましては、平成25年8月14日の「平成25年６月期決算短信」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 

  該当事項はありません。 

   

   

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25年６月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,729,713 2,021,371

受取手形及び売掛金 1,622,221 1,630,738

製品 13,513 7,388

仕掛品 44,438 27,517

原材料及び貯蔵品 91,241 96,869

未収還付法人税等 82,000 －

繰延税金資産 6,068 12,824

その他 112,444 110,131

貸倒引当金 △316 △314

流動資産合計 3,701,323 3,906,527

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 907,314 906,921

機械装置及び運搬具（純額） 485,414 416,268

土地 1,838,851 1,838,851

リース資産（純額） 138,195 171,177

建設仮勘定 24,405 －

その他（純額） 101,456 99,849

有形固定資産合計 3,495,638 3,433,069

無形固定資産 183,228 169,786

投資その他の資産   

投資有価証券 193,753 215,437

繰延税金資産 126,972 122,792

その他 120,622 120,549

貸倒引当金 △1,244 △1,244

投資その他の資産合計 440,104 457,535

固定資産合計 4,118,970 4,060,391

資産合計 7,820,294 7,966,918
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年６月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 331,361 382,799

短期借入金 432,454 318,562

1年内償還予定の社債 158,000 178,000

未払金 155,032 150,860

未払費用 220,798 240,659

未払法人税等 5,182 29,100

賞与引当金 19,371 17,822

その他 203,208 142,620

流動負債合計 1,525,409 1,460,424

固定負債   

社債 311,000 312,000

長期借入金 366,315 557,018

退職給付引当金 350,247 365,940

その他 168,940 190,224

固定負債合計 1,196,502 1,425,182

負債合計 2,721,911 2,885,607

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 3,480,559 3,447,256

自己株式 △4,638 △4,797

株主資本合計 5,067,715 5,034,254

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 30,667 47,056

その他の包括利益累計額合計 30,667 47,056

純資産合計 5,098,382 5,081,310

負債純資産合計 7,820,294 7,966,918

株式会社オーネックス（5987）平成26年６月期 第２四半期決算短信

－ 5 －



（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 平成24年７月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年７月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 2,528,585 2,443,094

売上原価 1,865,043 1,849,219

売上総利益 663,542 593,874

販売費及び一般管理費 559,926 580,890

営業利益 103,616 12,984

営業外収益   

受取利息 2,499 2,316

受取配当金 1,396 1,516

受取賃貸料 4,002 3,872

スクラップ収入 5,403 4,809

その他 6,697 6,337

営業外収益合計 19,999 18,852

営業外費用   

支払利息 11,288 8,807

支払手数料 4,829 4,398

社債発行費 809 809

その他 1,937 38

営業外費用合計 18,864 14,054

経常利益 104,750 17,782

特別利益   

固定資産売却益 5,047 5,477

投資有価証券売却益 － 4,284

保険解約益 16,280 －

特別利益合計 21,328 9,761

特別損失   

固定資産除却損 4,188 132

その他 12,154 －

特別損失合計 16,342 132

税金等調整前四半期純利益 109,736 27,411

法人税、住民税及び事業税 53,506 22,098

法人税等調整額 8,018 △11,089

法人税等合計 61,524 11,008

少数株主損益調整前四半期純利益 48,211 16,402

四半期純利益 48,211 16,402
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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 平成24年７月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年７月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 48,211 16,402

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 691 16,389

その他の包括利益合計 691 16,389

四半期包括利益 48,902 32,792

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 48,902 32,792

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年７月１日 
 至 平成25年12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 109,736 27,411

減価償却費 229,216 201,345

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,486 15,693

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,719 △1,548

受取利息及び受取配当金 △3,895 △3,832

支払利息 11,288 8,807

投資有価証券売却損益（△は益） － △4,284

保険解約損益（△は益） △16,280 －

固定資産除却損 4,188 132

売上債権の増減額（△は増加） 232,958 △8,516

たな卸資産の増減額（△は増加） 8,597 17,417

仕入債務の増減額（△は減少） △49,282 51,438

未払消費税等の増減額（△は減少） △16 17,010

その他 △12,520 8,958

小計 511,755 330,032

利息及び配当金の受取額 3,895 4,909

利息の支払額 △11,751 △9,286

法人税等の支払額 △110,139 △5,312

法人税等の還付額 － 87,983

営業活動によるキャッシュ・フロー 393,760 408,326

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 △61,139 △127,300

無形固定資産の取得による支出 △28,975 △12,446

投資有価証券の取得による支出 △1,304 △1,498

投資有価証券の売却による収入 － 9,000

保険解約による収入 16,280 －

その他 2,843 3,991

投資活動によるキャッシュ・フロー △72,296 △128,253

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 △100,000

長期借入れによる収入 250,000 350,000

長期借入金の返済による支出 △171,007 △173,189

社債の発行による収入 100,000 100,000

社債の償還による支出 △139,000 △79,000

リース債務の返済による支出 △29,471 △36,631

配当金の支払額 △51,978 △49,435

その他 △12 △158

財務活動によるキャッシュ・フロー 58,530 11,584

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 379,994 291,658

現金及び現金同等物の期首残高 1,751,518 1,719,713

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,131,512 2,011,371
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  該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成24年７月１日 至平成24年12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  

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額7,344千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。 

  

 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２四半期連結累計期間（自平成25年７月１日 至平成25年12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  

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額7,755千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。 

  

 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。 

   

   

（４）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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

  

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 2,277,323 236,410 14,852 2,528,585 － 2,528,585 

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ 138,775 26,842 165,617 △165,617 － 

計 2,277,323 375,185 41,694 2,694,202 △165,617 2,528,585 

セグメント利益又は損失(△) 83,683 25,095 △12,507 96,271 7,344 103,616 

  

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 計 

売上高           

外部顧客への売上高  2,156,927  286,166  2,443,094  －  2,443,094

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －  130,307  130,307  △130,307  －

計  2,156,927  416,474  2,573,402  △130,307  2,443,094

セグメント利益又は損失(△)  △22,083  27,312  5,228  7,755  12,984
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