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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58期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第57期

会計期間

自平成20年
７月１日
至平成20年
９月30日

自平成19年
７月１日
至平成20年
６月30日

売上高（千円） 1,902,021 7,332,287

経常利益（千円） 259,748 1,077,740

四半期（当期）純利益（千円） 139,880 705,549

純資産額（千円） 4,447,487 4,393,409

総資産額（千円） 9,890,680 9,275,723

１株当たり純資産額（円） 254.36 251.26

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
8.00 40.34

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（％） 45.0 47.4

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
159,471 1,194,262

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
16,350 △871,538

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
474,097 △36,282

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
1,724,359 1,074,441

従業員数（人） 290 292

　（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．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）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。
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２【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、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。

３【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年９月30日現在

従業員数（人）　　　　　　　　　　　 290 (156)

      （注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（嘱託、常用時給者、パートタイマー、人材会社からの派遣社員を

含む。）は、当第１四半期連結会計期間の平均人員を（ ）外数で記載しております。

(2）提出会社の状況

　 平成20年９月30日現在

従業員数（人） 242 (150)

      （注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（嘱託、常用時給者、パートタイマー、人材会社からの派遣社員を

含む。）は、当第１四半期会計期間の平均人員を（　）外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

（1）生産実績

　当第１四半期連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額(千円)

金属熱処理加工事業 1,112,116

　（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．金属熱処理加工事業は、取引先の品物に熱処理加工を施すことが生産であるため、生産実績は当第１四半期

連結会計期間製品製造原価を記載いたします。

３．セグメント間の取引については、相殺消去しております。

（2）受注状況

　当第１四半期連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 受注高（千円） 受注残高（千円）

金属熱処理加工事業 1,683,062 215,424

　（注）　金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。

（3）販売実績

　当第１四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額(千円)

金属熱処理加工事業 1,723,385

運送事業 161,911

その他 16,724

合計 1,902,021

　（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．セグメント間の取引については、相殺消去しております。
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２【経営上の重要な契約等】

当第１四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【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国におけるサブプライムローン問題を背景とする世界的な

金融不安に加え円高が進行する等、不安定な状態が続きました。企業収益が落込むと共に設備投資、輸出の伸びが鈍

化する等、景気は弱含みで推移しました。

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１四半期連結会計期間の売上高は1,902百万円、営業利益は273百万円、経常利益は

259百万円、四半期純利益は139百万円となりました。

　

事業の種類別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、建設機械、産業工作機械業界ともに受注は順調に推移しました。一方、自動車業界に

おいては国内及び海外での販売の不振等により生産が停滞し、自動車部品関連の受注は伸び悩みました。

当社は、熱処理時間の短縮化を始めとした熱処理効率の改善による生産性の向上を進め収益の拡大に努めまし

た。また、風力発電機用歯車の熱処理工場の山口第二工場は順調に推移し、計画通りの売上を達成することが出来ま

した。

これらの結果、売上高は1,723百万円、営業利益は262百万円となりました。

②運送事業

運送事業につきましては、積極的に傭車（外注）の活用を行い、売上の拡大を図ると共に、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161百万円、営業利益は９百万円となりました。

③その他

情報処理事業につきましては、営業活動を強化し、生産管理システムの新規受注獲得に努めました。

これらの結果、売上高は16百万円、営業損益は若干マイナスとなりました。

(2）キャッシュ・フローの状況

当第１四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。）は営業活動、投資活動及び

財務活動共に増加し1,724百万円となりました。

（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159百万円となりました。これは主に役員退職慰労引当金200百万円の減少及び法

人税等の支払239百万円に対し、税金等調整前四半期純利益240百万円、減価償却費160百万円及び賞与引当金123百

万円などの非資金項目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）

投資活動の結果得られた資金は16百万円となりました。これは主に固定資産の取得に99百万円の支払いを行った

ものの、投資有価証券売却により41百万円の収入及び保険積立金の解約により80百万円の収入があったことによる

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474百万円となりました。これは主に長期借入金202百万円返済を行ったものの社

債の発行により700百万円増加したことなどによるものであります。

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、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１四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は12百万円であります。

なお、当第１四半期連結会計期間において、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【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　  当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2）設備の新設、除却等の計画

　   当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設について完了したも

のは、次のとおりであります。

① 当社厚木工場においては、平成20年９月にバッチ型浸炭焼入炉を設置し使用しております。

② 当社東松山工場においては、平成20年７月にバッチ型浸炭焼入炉２基を設置し使用しております。

③ 当社長野工場においては、平成20年７月にバッチ型浸炭焼入炉を設置し使用しております。

        また、当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４【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１四半期会計期間末現在発行
数(株)

（平成20年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年11月14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 17,631,600 17,631,600 ジャスダック証券取引所 －

計 17,631,600 17,631,600 － －

（２）【新株予約権等の状況】

   該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

　 該当事項はありません。　

（４）【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20年7月1日～

　平成20年9月30日

　

－ 17,631,600 － 878,363 － 713,431

       

（５）【大株主の状況】

   大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第1四半期会計期間において、大株主等の異動は把握しておりま

せん。　
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（６）【議決権の状況】

　当第1四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20年6月30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20年6月30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 146,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 17,388,000 17,388 －

単元未満株式 普通株式 97,600 － －

発行済株式総数 17,631,600 － －

総株主の議決権 － 17,388 －

（注）「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が140,000株含まれております。

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数140個が含まれております。　

②【自己株式等】 平成20年6月30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
146,000 - 146,000 0.83

計 － 146,000 - 146,000 0.83

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
７月

８月 ９月

最高(円) 317 277 225

最低(円) 260 158 156

　（注）　最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

３【役員の状況】

  前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【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。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

  なお、当第１四半期連結累計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）については、「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20年８月７日　内閣府令第50号）附則第７

条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期適用しております。

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、当第１四半期連結累計期間（平成20年７月１日から平

成20年９月30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）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,724,359 1,074,441

受取手形及び売掛金 2,606,377 2,592,195

製品 15,868 13,991

仕掛品 54,680 62,229

原材料及び貯蔵品 87,348 89,232

繰延税金資産 93,403 50,658

その他 310,088 319,984

貸倒引当金 △741 △726

流動資産合計 4,891,384 4,202,006

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,110,516 1,131,487

機械装置及び運搬具（純額） 1,378,777 1,255,840

土地 1,838,851 1,838,851

その他（純額） 178,439 175,991

有形固定資産合計 ※
 4,506,584

※
 4,402,171

無形固定資産 22,643 22,769

投資その他の資産

投資有価証券 159,689 186,225

繰延税金資産 102,290 169,526

その他 208,593 293,540

貸倒引当金 △503 △515

投資その他の資産合計 470,068 648,776

固定資産合計 4,999,296 5,073,717

資産合計 9,890,680 9,275,723
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 564,647 515,091

短期借入金 744,678 676,541

1年内償還予定の社債 428,000 330,000

未払金 453,979 373,025

未払費用 211,604 234,860

未払法人税等 73,415 250,984

賞与引当金 191,653 68,359

その他 541,434 383,710

流動負債合計 3,209,412 2,832,572

固定負債

社債 1,212,000 680,000

長期借入金 592,511 763,611

退職給付引当金 263,365 249,164

役員退職慰労引当金 142,831 343,325

その他 23,074 13,640

固定負債合計 2,233,781 2,049,741

負債合計 5,443,193 4,882,313

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 2,875,235 2,805,297

自己株式 △36,504 △36,336

株主資本合計 4,430,525 4,360,755

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 16,961 32,654

評価・換算差額等合計 16,961 32,654

純資産合計 4,447,487 4,393,409

負債純資産合計 9,890,680 9,275,723
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 1,902,021

売上原価 1,299,086

売上総利益 602,934

販売費及び一般管理費 ※
 329,930

営業利益 273,004

営業外収益

受取利息 1,692

受取配当金 287

受取賃貸料 2,538

スクラップ収入 3,465

その他 2,274

営業外収益合計 10,258

営業外費用

支払利息 12,414

社債発行費 7,051

その他 4,049

営業外費用合計 23,515

経常利益 259,748

特別損失

固定資産除却損 3,383

保険解約損 15,635

その他 107

特別損失合計 19,126

税金等調整前四半期純利益 240,621

法人税、住民税及び事業税 65,908

法人税等調整額 34,832

法人税等合計 100,741

四半期純利益 139,880
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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）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30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 240,621

減価償却費 160,833

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,200

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △200,494

賞与引当金の増減額（△は減少） 123,294

受取利息及び受取配当金 △1,979

支払利息 12,414

保険解約損益（△は益） 15,635

固定資産除却損 3,383

売上債権の増減額（△は増加） △14,181

たな卸資産の増減額（△は増加） 7,555

仕入債務の増減額（△は減少） 49,556

未払消費税等の増減額（△は減少） △12,370

その他 13,262

小計 411,733

利息及び配当金の受取額 1,979

利息の支払額 △14,638

法人税等の支払額 △239,603

営業活動によるキャッシュ・フロー 159,471

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △99,416

有形固定資産の除却による支出 △1,300

有形固定資産の売却による収入 32

無形固定資産の取得による支出 △1,641

投資有価証券の取得による支出 △794

投資有価証券の売却による収入 41,946

保険積立金の解約による収入 80,000

その他 △2,476

投資活動によるキャッシュ・フロー 16,350

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

長期借入金の返済による支出 △202,963

社債の発行による収入 700,000

社債の償還による支出 △70,000

リース債務の返済による支出 △379

自己株式の取得による支出 △168

配当金の支払額 △52,392

財務活動によるキャッシュ・フロー 474,097

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） 649,918

現金及び現金同等物の期首残高 1,074,441

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,724,359
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【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】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

１．会計処理基準に関する事

項の変更

 (1)重要な資産の評価基準及び評価方法の

変更

　たな卸資産

　通常の販売目的で保有するたな卸資産につ

いては、従来、主として総平均法による原価

法によっておりましたが当第１四半期連結

会計期間より「棚卸資産の評価に関する会

計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７

月５日）が適用されたことに伴い、主として

総平均法による原価法（貸借対照表価額に

ついては収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法）により算定しております。

　これによる損益に与える影響はありませ

ん。

　(2)リース取引に関する会計基準の適用

　「リース取引に関する会計基準」（企業

会計基準委員会　平成５年６月17日　最終改

正平成19年３月30日　企業会計基準第13

号）及び「リース取引に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準委員会　平成６

年１月18日　最終改正平成19年３月30日　企

業会計基準適用指針第16号）を当第１四半

期連結会計期間から早期に適用し、所有権

移転外ファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理から通常の売買取引に係る方法に

準じた会計処理に変更し、リース資産とし

て計上しております。

　また、リース資産の減価償却の方法は、

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼ

ロとして算定する方法によっております。

　なお、リース取引開始日が適用初年度前の

所有権移転外ファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理を引き続き採用しておりま

す。

　これによる損益に与える影響はありませ

ん。
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【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

１．固定資産の減価償却費の

算定方法

　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。

　

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　　該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

前連結会計年度末
（平成20年６月30日）

※　有形固定資産の減価償却累計額は、6,964,164千円であ

ります。

※　有形固定資産の減価償却累計額は、6,832,968千円であ

ります。

（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、

次のとおりであります。

　給与手当 89,804千円

　賞与引当金繰入額 38,859　

　退職給付費用 11,890　

　役員退職慰労引当金繰入額 5,984　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年９月30日現在）

現金及び預金勘定 1,724,359千円

預入期間が３か月を超える定期預金 － 

現金及び現金同等物 1,724,359 
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（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自平成20年７月１日　至平

成20年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　17,631,600株

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　146,605株

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

４．配当に関する事項

(1)配当金支払額　

決議 株式の種類 配当金の原資
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20年9月26日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金　 69,942 4 平成20年6月30日平成20年9月29日

(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生

日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

  該当事項はありません。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）

　
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 1,723,385 161,911 16,724 1,902,021 － 1,902,021

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 － 80,160 7,554 87,714 (87,714) －

計 1,723,385 242,071 24,278 1,989,735 (87,714) 1,902,021

営業利益又は営業損失（△） 262,360 9,261 △441 271,181 1,823 273,004

　（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

(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

　

【所在地別セグメント情報】

　当第１四半期連結累計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30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】

　当第１四半期連結累計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30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。

　

（有価証券関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）

著しい変動がないため記載を省略しております。

（デリバティブ取引関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）

金利スワップ取引を行っておりますが、すべてヘッジ会計を適用しているため記載を省略しております。

（ストック・オプション等関係）

当第１四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）　

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１.１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

前連結会計年度末
（平成20年６月30日）

１株当たり純資産額 254.36円 １株当たり純資産額 251.26円

２．１株当たり四半期純利益金額

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 8.00円

　（注）１．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。

　　　２．１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

　
当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額  

四半期純利益（千円） 139,880

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 139,880

期中平均株式数（千株） 17,485

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

（リース取引関係）

       当第１四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）

       著しい変動がないため記載を省略しております。
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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20年11月14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 仙波　春雄　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 湯浅　敦　　　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20年７月１日から平成21年６月30日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年７月１日から平成

20年９月30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及び四半期連結

キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は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により行われており、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限定された手続により行われた。

　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20年９月30日現在の財政状

態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況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。

　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。

　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。　
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