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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第65期

第３四半期連結
累計期間

第66期
第３四半期連結

累計期間
第65期

会計期間
自平成27年７月１日
至平成28年３月31日

自平成28年７月１日
至平成29年３月31日

自平成27年７月１日
至平成28年６月30日

売上高 (千円) 3,861,528 4,049,794 5,151,419

経常利益又は経常損失（△） (千円) 212,069 245,963 △27,151

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当期純損失（△）
(千円) 108,701 113,883 △85,078

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 69,000 158,001 △129,543

純資産額 (千円) 5,355,690 5,281,904 5,157,145

総資産額 (千円) 9,231,060 10,033,053 9,152,557

１株当たり四半期純利益金額又は１株当た

り当期純損失金額（△）
(円) 6.56 6.88 △5.14

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）

純利益金額
(円) － － －

自己資本比率 (％) 58.0 52.6 56.3

 

回次
第65期

第３四半期連結
会計期間

第66期
第３四半期連結

会計期間

会計期間
自平成28年１月１日
至平成28年３月31日

自平成29年１月１日
至平成29年３月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 1.75 3.37

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第65期第３四半期連結累計期間及び第66期第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４．第65期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失金額であり、また、

潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

 

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについて重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

 

(1）業績の状況

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用所得環境の改善が続く中で景気の緩やかな回復基調が続き

ました。一方で原油安の一服感や為替の円安傾向によるエネルギー価格の上昇があり、景気は一部に改善の遅れが見

られました。海外では米国の景気は着実な回復が続いており、中国経済にも持ち直しの動きがあります。ただし、英

国のＥＵ離脱問題や欧州主要国の政治動向及び米国新大統領の経済政策転換、中東、北朝鮮等の地政学的リスクによ

り、為替・金融資本市場の変動リスクが大きくなっており、先行き不透明感が増加しています。

　このような経済状況の下で、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向上に努めました。

　主力取引業界である自動車、建設機械、産業工作機械の中で、建設機械関連受注は一部で底入れの動きも見られま

すが低迷しており、産業工作機械関連受注はロボット用減速機等が増加、自動車部品関連受注も好調に推移しまし

た。これにより、売上は前年同四半期連結累計期間と比較して増収となりました。経費面では、電力費等の製造コス

トが低下し、経費の削減に努めたため、前年同四半期連結累計期間と比較して増益となりました。

　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4,049百万円（前年同四半期比4.9%増）、営業利

益は245百万円（同16.8%増）、経常利益は245百万円（同16.0%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は113百万

円（同4.8%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

　金属熱処理業界においては、主力取引業界である自動車関連需要の受注は好調に推移し、産業工作機械関連需要の

受注も増加、建設機械関連需要の受注は低迷しておりますが一部に底入れの兆しがあり、全体的に受注増加傾向にあ

りました。また、㈱オーネックステックセンターの売上も増加し、売上は前年同四半期連結累計期間と比較して増収

となりました。

　一方で電気料金が低下し、生産性の向上及び人件費、諸経費削減に取り組み全力で収益の確保に努めたため、セグ

メント利益は増益となりました。

　これらの結果、売上高は3,592百万円（前年同四半期比4.4%増）、セグメント利益は199百万円（前年同四半期比

24.6%増）となりました。

 

②運送事業

　運送事業につきましては、三重営業所の開設に伴う売上増加、機械などの重量物の搬送取り扱いが安定していたた

め、売上は増加しました。また、傭車（外注）便を活用すると共に、運行管理の徹底、配車の効率化及びエコドライ

ブによる燃費の削減などに努めましたが、軽油価格の上昇、労務費の増加や増車に伴う減価償却費の増加などにより

セグメント利益は減少しました。

　これらの結果、売上高は457百万円（前年同四半期比8.9%増）、セグメント利益は20百万円（前年同四半期比

26.1％減）となりました。
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(2）財政状態に関する分析

（資産）

　資産合計は、前連結会計年度末と比較して880百万円増加し、10,033百万円となりました。これは主に現金及び

預金が885百万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755百万円増加し、4,751百万円となりました。これは主に長期借入金

が689百万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124百万円増加し、5,281百万円となりました。これは主に、利益剰

余金が80百万円、その他有価証券評価差額金が44百万円増加したことなどによるものです。

 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結累計期間において、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３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は27百万円であります。

　なお、当第３四半期連結累計期間において、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。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 58,686,000

計 58,686,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現在発行
数(株)

（平成29年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成29年５月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 16,600,000 16,600,000

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

(スタンダード）

単元株式数

1,000株

計 16,600,000 16,600,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数(株)

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

　平成29年１月１日～

　平成29年３月31日
－ 16,600,000 － 878,363 － 713,431

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日(平成28年12月31日)に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】

平成28年12月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 37,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 16,502,000 16,502 －

単元未満株式 普通株式 61,000 － －

発行済株式総数 16,600,000 － －

総株主の議決権 － 16,502 －

 

②【自己株式等】

平成28年12月31日現在
 

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

㈱オーネックス
神奈川県厚木市上依

知字上ノ原3012-3
37,000 ― 37,000 0.22

計 － 37,000 ― 37,000 0.22

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成29年１月１日から平

成29年３月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年７月１日から平成29年３月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【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28年６月30日)
当第３四半期連結会計期間

(平成29年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,354,423 2,240,351

受取手形及び売掛金 1,354,674 1,286,643

電子記録債権 410,516 485,492

製品 10,580 12,030

仕掛品 38,842 30,364

原材料及び貯蔵品 80,341 88,067

繰延税金資産 14,508 30,889

その他 234,027 113,699

流動資産合計 3,497,915 4,287,539

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,387,092 1,333,503

機械装置及び運搬具（純額） 1,083,748 1,104,391

土地 2,275,851 2,275,851

リース資産（純額） 141,993 142,021

建設仮勘定 11,678 32,667

その他（純額） 149,874 245,623

有形固定資産合計 5,050,237 5,134,057

無形固定資産 66,053 39,915

投資その他の資産   

投資有価証券 201,057 267,476

繰延税金資産 210,333 177,749

その他 119,659 120,308

投資その他の資産合計 531,050 565,534

固定資産合計 5,647,340 5,739,507

繰延資産 7,301 6,007

資産合計 9,152,557 10,033,053
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成28年６月30日)
当第３四半期連結会計期間

(平成29年３月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 157,985 205,431

電子記録債務 190,308 179,491

短期借入金 448,567 569,426

1年内償還予定の社債 65,000 45,000

未払金 181,647 192,289

未払費用 245,748 234,860

未払法人税等 76,513 91,486

賞与引当金 19,621 72,952

その他 250,782 182,553

流動負債合計 1,636,175 1,773,492

固定負債   

社債 102,500 57,500

長期借入金 1,373,438 2,062,499

退職給付に係る負債 721,403 689,968

その他 161,895 167,688

固定負債合計 2,359,236 2,977,656

負債合計 3,995,411 4,751,148

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 3,537,067 3,617,825

自己株式 △5,453 △5,569

株主資本合計 5,123,408 5,204,050

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 33,737 77,854

その他の包括利益累計額合計 33,737 77,854

純資産合計 5,157,145 5,281,904

負債純資産合計 9,152,557 10,033,053
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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27年７月１日
　至　平成28年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年７月１日
　至　平成29年３月31日)

売上高 3,861,528 4,049,794

売上原価 2,836,776 3,019,735

売上総利益 1,024,752 1,030,058

販売費及び一般管理費 814,674 784,744

営業利益 210,078 245,314

営業外収益   

受取利息 2,626 2,051

受取配当金 2,428 2,867

受取賃貸料 5,141 4,833

スクラップ収入 5,591 3,088

その他 5,750 8,477

営業外収益合計 21,538 21,318

営業外費用   

支払利息 14,175 14,834

支払手数料 4,716 4,539

その他 655 1,295

営業外費用合計 19,547 20,670

経常利益 212,069 245,963

特別利益   

固定資産売却益 11,427 9,451

保険差益 4,564 -

特別利益合計 15,992 9,451

特別損失   

固定資産除却損 724 112

特別損失合計 724 112

税金等調整前四半期純利益 227,338 255,301

法人税、住民税及び事業税 126,516 144,558

法人税等調整額 △7,879 △3,140

法人税等合計 118,636 141,418

四半期純利益 108,701 113,883

親会社株主に帰属する四半期純利益 108,701 113,883
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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27年７月１日
　至　平成28年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年７月１日
　至　平成29年３月31日)

四半期純利益 108,701 113,883

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △39,700 44,117

その他の包括利益合計 △39,700 44,117

四半期包括利益 69,000 158,001

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 69,000 158,001

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

　「繰延税金資金の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）

を第１四半期連結会計期間から適用しております。

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成27年７月１日
至 平成28年３月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成28年７月１日
至 平成29年３月31日）

減価償却費 323,051千円 417,058千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成27年７月１日　至平成28年３月31日）

配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成27年９月29日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 33,127 2 平成27年６月30日 平成27年９月30日

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成28年７月１日　至平成29年３月31日）

配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成28年９月27日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 33,125 2 平成28年6月30日 平成28年９月28日
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（セグメント情報等）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成27年７月１日 至平成28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

    （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 計

売上高      

外部顧客への売上高 3,441,331 420,197 3,861,528 － 3,861,528

セグメント間の内部売上高又は振
替高

－ 195,534 195,534 △195,534 －

計 3,441,331 615,732 4,057,063 △195,534 3,861,528

セグメント利益 159,883 27,106 186,990 23,088 210,078

（注） １．セグメント利益の調整額23,088千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28年７月１日 至平成29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

    （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 計

売上高      

外部顧客への売上高 3,592,355 457,439 4,049,794 － 4,049,794

セグメント間の内部売上高又は振
替高

－ 204,359 204,359 △204,359 －

計 3,592,355 661,798 4,254,154 △204,359 4,049,794

セグメント利益 199,157 20,041 219,198 26,116 245,314

（注） １．セグメント利益の調整額26,116千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。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成27年７月１日
至　平成28年３月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成28年７月１日
至　平成29年３月31日）

１株当たり四半期純利益金額 6円56銭 6円88銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円） 108,701 113,883

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益金額（千円）
108,701 113,883

普通株式の期中平均株式数（千株） 16,563 16,562

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成29年5月12日

株式会社オーネックス

取締役会　御中

 

新日本有限責任監査法人
 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 入江　秀雄　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 鈴木　達也　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社オー

ネックスの平成28年７月１日から平成29年６月30日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成29年１月１日か

ら平成29年３月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年７月１日から平成29年３月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四

半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社オーネックス及び連結子会社の平成29年３月31日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての

重要な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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