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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３四半期連結
累計期間

第58期
第３四半期連結
会計期間

第57期

会計期間

自平成20年
７月１日
至平成21年
３月31日

自平成21年
１月１日
至平成21年
３月31日

自平成19年
７月１日
至平成20年
６月30日

売上高（千円）     4,546,231    989,6037,332,287

経常利益又は損失（△）（千円）     196,157    △216,2081,077,740

四半期（当期）純利益又は損失（△）（千円）     71,008    △137,079 705,549

純資産額（千円） －     4,362,0234,393,409

総資産額（千円） －     8,528,4579,275,723

１株当たり純資産額（円） －     249.51 251.26

１株当たり四半期（当期）純利益又は損失（△）金額（円）     4.06 △7.84 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（％） － 51.1 47.4

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
858,357 － 1,194,262

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△409,331 － △871,538

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
114,514 － △36,282

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千円） － 1,637,9821,074,441

従業員数（人） － 283 292

　（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３四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３四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21年３月31日現在

従業員数（人）　　　　　　　　　　　 283 (126)

      （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３四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21年３月31日現在

従業員数（人） 235 (120)

      （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３四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３四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 790,528

　（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３四半期

連結会計期間製品製造原価を記載しております。

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３四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 850,788 124,221

　（注）　金額は販売価額によっており、消費税等は含まれておりません。

（3）販売実績

　当第３四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 872,421

運送事業 99,422

その他 17,759

合計 989,603

 　（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３四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に端を発した世界的な

金融危機を背景とし、生産、輸出及び企業収益は大幅に減少し、雇用情勢も悪化する等、厳しい状況となっておりま

す。

このような経済状況のもとで、受注の減少に対応するため当社グループは、受注活動を強化すると共に生産性の

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３四半期連結会計期間の売上高は989百万円、営業損失は214百万円、経常損失は

216百万円、四半期純損失は137百万円となりました。

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、国内及び海外での販売の不振等により低迷が続いていた自動車業界に加え産業工作

機械・建設機械業界の受注の減少が本格化しました。風力発電機用歯車の熱処理工場の山口第二工場については、

景気の落込みの影響を受けることが懸念されたものの、第３四半期についてはほぼ計画通り進捗いたしておりま

す。

当社は、熱処理受注の減少に対応するため熱処理効率の改善による生産性の向上及び徹底したコスト削減に加

え、人件費、修繕費など固定費の削減を徹底したものの、売上の落込みを吸収するにはいたらず、売上高は872百万

円、営業損失は209百万円となりました。

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が、売上の落込みを吸収するにはいたらず、売上高は99百万円、営業損

失は５百万円となりました。

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17百万円、営業損失は２百万円となりました。

(2）キャッシュ・フローの状況

当第３四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。）は第２四半期連結会計期間

末と比較し19百万円増加し、1,637百万円となりました。

（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406百万円となりました。これは主に減価償却費183百万円計上、及び売上債権841

百万円が減少したものの、税金等調整前四半期純損失231百万円、仕入債務190百万円、法人税等229百万円の支払い

があったこと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258百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得に241百万円の支払いを

行ったことなどによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は128百万円となりました。これは主に長期借入金の増加340百万円があったもの

の、社債の償還269百万円及び長期借入金192百万円の返済を行っ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３四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３四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13百万円であります。

　なお、当第３四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３四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３四半期連結会計期間において、第２四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等に

ついて、重要な変更はありません。

　また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却等の計画はありません。
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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３四半期会計期間末現在発行
数(株)
（平成21年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年５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
単元株式数

1,000株

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21年1月1日～

　平成21年3月31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３四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20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20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 147,000 －
単元株式数

1,000株

完全議決権株式（その他） 普通株式 17,389,000 17,389
単元株式数

1,000株

単元未満株式 普通株式 95,600 － －

発行済株式総数 17,631,600 － －

総株主の議決権 － 17,389 －

 

②【自己株式等】 平成20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
147,000 －　 147,000 0.83

計 － 147,000 －　 147,000 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 10月 11月 12月
平成21年
１月

２月 ３月

最高(円) 317 277 225 216 159 200 201 165 129

最低(円) 260 158 156 110 141 138 150 106 110

　（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、第１四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）から、「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、当第３四半期連結会計期間（平成21年１月１日から平

成21年３月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成20年７月１日から平成21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）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年３月31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 1,647,982 1,074,441

受取手形及び売掛金 1,594,809 2,592,195

製品 8,444 13,991

仕掛品 37,002 62,229

原材料及び貯蔵品 92,841 89,232

繰延税金資産 68,428 50,658

その他 293,901 319,984

貸倒引当金 △716 △726

流動資産合計 3,742,694 4,202,006

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,067,484 1,131,487

機械装置及び運搬具（純額） 1,268,895 1,255,840

土地 1,838,851 1,838,851

その他（純額） 186,227 175,992

有形固定資産合計 ※
 4,361,458

※
 4,402,171

無形固定資産 26,205 22,769

投資その他の資産

投資有価証券 103,584 186,225

繰延税金資産 125,835 169,526

その他 169,155 293,540

貸倒引当金 △476 △515

投資その他の資産合計 398,098 648,776

固定資産合計 4,785,762 5,073,717

資産合計 8,528,457 9,275,723
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年３月31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 342,342 515,091

短期借入金 636,416 676,541

1年内償還予定の社債 278,000 330,000

未払金 107,433 373,025

未払費用 199,369 234,860

未払法人税等 8,783 250,984

賞与引当金 178,776 68,359

その他 204,861 383,710

流動負債合計 1,955,983 2,832,572

固定負債

社債 1,073,000 680,000

長期借入金 649,737 763,611

退職給付引当金 293,862 249,164

役員退職慰労引当金 155,701 343,325

その他 38,149 13,640

固定負債合計 2,210,450 2,049,741

負債合計 4,166,433 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 2,806,363 2,805,297

自己株式 △36,915 △36,336

株主資本合計 4,361,242 4,360,755

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 781 32,654

評価・換算差額等合計 781 32,654

純資産合計 4,362,023 4,393,409

負債純資産合計 8,528,457 9,275,723
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（２）【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）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成21年３月31日)

売上高 4,546,231

売上原価 3,416,613

売上総利益 1,129,617

販売費及び一般管理費 ※
 915,642

営業利益 213,975

営業外収益

受取利息 4,643

受取配当金 1,172

受取賃貸料 7,217

スクラップ収入 7,745

その他 14,191

営業外収益合計 34,970

営業外費用

支払利息 35,455

支払手数料 9,641

社債発行費 7,051

その他 640

営業外費用合計 52,788

経常利益 196,157

特別利益

貸倒引当金戻入額 50

固定資産売却益 299

保険料還付金 13,016

保険解約益 16,390

特別利益合計 29,756

特別損失

固定資産売却損 197

固定資産除却損 4,243

投資有価証券評価損 45,452

保険解約損 16,539

社葬費用 17,870

特別損失合計 84,303

税金等調整前四半期純利益 141,611

法人税、住民税及び事業税 23,818

法人税等調整額 46,783

法人税等合計 70,602

四半期純利益 71,008
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年３月31日)

売上高 989,603

売上原価 924,138

売上総利益 65,464

販売費及び一般管理費 ※
 280,064

営業損失（△） △214,599

営業外収益

受取利息 1,678

受取配当金 136

受取賃貸料 2,197

スクラップ収入 1,360

その他 7,799

営業外収益合計 13,172

営業外費用

支払利息 10,983

支払手数料 3,381

その他 415

営業外費用合計 14,780

経常損失（△） △216,208

特別利益

固定資産売却益 299

特別利益合計 299

特別損失

固定資産売却損 90

投資有価証券評価損 15,079

特別損失合計 15,169

税金等調整前四半期純損失（△） △231,078

法人税、住民税及び事業税 △64,673

法人税等調整額 △29,325

法人税等合計 △93,998

四半期純損失（△） △137,079
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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３四半期連結累計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成21年３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 141,611

減価償却費 519,813

投資有価証券評価損益（△は益） 45,452

退職給付引当金の増減額（△は減少） 44,698

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △187,624

賞与引当金の増減額（△は減少） 110,417

受取利息及び受取配当金 △5,815

支払利息 35,455

保険解約損益（△は益） 149

固定資産除却損 4,243

売上債権の増減額（△は増加） 997,386

たな卸資産の増減額（△は増加） 27,163

仕入債務の増減額（△は減少） △172,748

未払消費税等の増減額（△は減少） △49,368

その他 △150,890

小計 1,359,942

利息及び配当金の受取額 5,815

利息の支払額 △38,493

法人税等の支払額 △468,906

営業活動によるキャッシュ・フロー 858,357

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

有形固定資産の取得による支出 △543,908

有形固定資産の除却による支出 △1,337

有形固定資産の売却による収入 808

無形固定資産の取得による支出 △9,309

投資有価証券の取得による支出 △15,552

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 133,427

その他 △5,404

投資活動によるキャッシュ・フロー △409,331

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 340,000

長期借入金の返済による支出 △493,999

社債の発行による収入 700,000

社債の償還による支出 △359,000

リース債務の返済による支出 △3,567

自己株式の取得による支出 △579

配当金の支払額 △68,339

財務活動によるキャッシュ・フロー 114,514

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） 563,541

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 ※
 1,637,982
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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３四半期連結累計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成21年３月31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。

　これにより、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3,693千円減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

 　(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３四半期連結累計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成21年３月31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３四半期連結会計期間末
（平成21年３月31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、7,291,195千円で

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３四半期連結累計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成21年３月31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 256,889千円

賞与引当金繰入額 55,645 

退職給付費用 31,785 

役員退職慰労引当金繰入額 18,854 

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31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 81,639千円

賞与引当金繰入額 35,883 

退職給付費用 7,536 

役員退職慰労引当金繰入額 6,435 

 

（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
（自　平成20年７月１日
至　平成21年３月31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21年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,647,982千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △10,000 

現金及び現金同等物 1,637,982 
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（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成21年３月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平成20年７月１日　至平

成21年３月31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　　149,305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３四半期連結会計期間（自平成21年１月１日　至平成21年３月31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 872,42199,422 17,759989,603 － 989,603

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ 53,595 4,787 58,383(58,383) －

計 872,421153,01822,5461,047,986(58,383)989,603

営業損失（△） △209,216△5,844 △2,699△217,760 3,160 △214,599

当第３四半期連結累計期間（自平成20年７月１日　至平成21年３月31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 4,087,575407,21851,4384,546,231 － 4,546,231

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ 209,59327,412237,005(237,005) －

計 4,087,575616,81178,8504,783,236(237,005)4,546,231

営業利益 198,956 6,383 4,624 209,963 4,011 213,975

　（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

　　　　３．会計処理の方法の変更

　　　　　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　「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」に記載のとおり、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）を適用してお

ります。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益は、金属

熱処理加工事業で3,693千円減少しております。

 

【所在地別セグメント情報】

　当第３四半期連結会計期間（自平成21年１月１日　至平成21年３月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成20年７月１日　至平成21年３月31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３四半期連結会計期間（自平成21年１月１日　至平成21年３月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成20年７月１日　至平成21年３月31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３四半期連結会計期間末（平成21年３月31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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（デリバティブ取引関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成21年３月31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３四半期連結会計期間（自平成21年１月１日　至平成21年３月31日）　

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

１.１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成21年３月31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 249.51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又は損失金額

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成21年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

１株当たり四半期純利益金額 4.06円 １株当たり四半期純損失金額 △7.84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又は損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成21年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

１株当たり四半期純利益又は損失金額         

四半期純利益又は損失（△）（千円） 71,008 △137,079

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又は損失（△）（千円） 71,008 △137,079

期中平均株式数（千株） 17,484 17,483

 

（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３四半期連結会計期間（自平成21年１月１日　至平成21年３月31日）

　著しい変動がないため記載を省略しております。

２【その他】

該当事項はありません。

 

 

 

 

EDINET提出書類

株式会社オーネックス(E01446)

四半期報告書

20/22



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21年５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３四半期連結会計期間（平成21年１月１日から平成

21年３月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成20年７月１日から平成21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21年３月31日現在の財政状

態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期

間のキャッシュ・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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