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1. 2022年6月期の連結業績（2021年7月1日～2022年6月30日）

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年6月期 5,302 4.7 113 ― 125 ― 161 ―

2021年6月期 5,066 △4.7 △111 ― △73 ― △201 ―

（注）包括利益 2022年6月期　　132百万円 （―％） 2021年6月期　　△141百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後

1株当たり当期純利益
自己資本

当期純利益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2022年6月期 97.71 ― 3.0 1.3 2.1

2021年6月期 △121.73 ― △3.7 △0.7 △2.2

（参考） 持分法投資損益 2022年6月期 ―百万円 2021年6月期 ―百万円

(2) 連結財政状態

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

2022年6月期 9,785 5,435 55.5 3,282.42

2021年6月期 10,183 5,337 52.4 3,222.85

（参考） 自己資本 2022年6月期 5,435百万円 2021年6月期 5,337百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

2022年6月期 416 △462 △155 2,439

2021年6月期 595 △410 28 2,641

2. 配当の状況

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産
配当率
（連結）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 百万円 ％ ％

2021年6月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00 33 ― 0.6

2022年6月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00 33 20.5 0.6

2023年6月期(予想) ― 0.00 ― 20.00 20.00 27.3

3. 2023年 6月期の連結業績予想（2022年 7月 1日～2023年 6月30日）
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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

第2四半期(累計) 2,935 10.0 47 357.1 42 171.4 17 ― 10.77

通期 5,957 12.3 180 59.2 172 36.8 121 △25.1 73.19



※ 注記事項

(1) 期中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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

(注)詳細は、添付資料10ページ「3.連結財務諸表及び主な注記(5)連結財務諸表に関する注記事項(会計方針の変更)」をご覧ください。

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年6月期 1,660,000 株 2021年6月期 1,660,000 株

② 期末自己株式数 2022年6月期 4,011 株 2021年6月期 4,011 株

③ 期中平均株式数 2022年6月期 1,655,989 株 2021年6月期 1,656,023 株

（参考）個別業績の概要

1. 2022年6月期の個別業績（2021年7月1日～2022年6月30日）

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年6月期 4,168 7.8 67 ― 121 ― 167 ―

2021年6月期 3,866 △3.9 △223 ― △150 ― △253 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後

1株当たり当期純利益
円 銭 円 銭

2022年6月期 101.44 ―

2021年6月期 △153.33 ―

(2) 個別財政状態

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

2022年6月期 9,750 5,650 57.9 3,411.98

2021年6月期 10,058 5,545 55.1 3,348.68

（参考） 自己資本 2022年6月期 5,650百万円 2021年6月期 5,545百万円

2. 2023年 6月期の個別業績予想（2022年 7月 1日～2023年 6月30日）
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

売上高 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 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 2,290 9.0 42 75.6 25 ― 15.61

通期 4,668 12.0 157 30.1 117 △30.0 70.97

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

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きましては、添付資料３ページ「１．経営成績等の概況（４）今後の見通し」をご
覧ください。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症による経済活動の制約が徐々に緩和され

てきており、国内景気は緩やかに持ち直しの動きがみられたものの、新たな変異株による感染が再拡大するな

ど収束は見通せない状況でした。また、ロシアのウクライナ侵攻に起因するエネルギーや原材料価格の高騰と

円安進行による物価上昇は、企業活動に様々な影響を与えており、景気の先行きについては依然として不透明

な状況が続きました。

このような経済状況の下で当社グループは、長野工場を閉鎖後、他工場へ取引を移管し、主な移管先である東

松山工場及び厚木工場は一体化運営を目指し、山口工場は生産集約により生産の効率化を推進しました。更に、

全工場において熱処理単価の見直しを行い生産体制の向上に努めつつ強固な収益体質の確立に取り組んでまいり

ました。

主力取引業界である自動車関連の受注は低調に推移したものの、産業工作機械、建設機械関連の受注が増加し

たため、売上高は前期と比較して増加しました。経費面では、エネルギー、原材料費などの高騰がありました

が、長野工場閉鎖に伴う移設費などが当期は減少し、前期と比較して増益となりました。

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高5,302百万円(前期比4.7％増)、営業利益113百万円(前期は営業損

失111百万円)、経常利益125百万円(前期は経常損失73百万円)となりました。また、2021年８月に発生しました

厚木工場の火災事故に関わる保険金を特別利益として計上したことなどにより、親会社株主に帰属する当期純利

益は、161百万円(前期は親会社株主に帰属する当期純損失201百万円)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。

【金属熱処理加工業（株式会社オーネックス、株式会社オーネックステックセンター）】

金属熱処理業界につきましては、新型コロナウイルス感染症による経済活動の制限やロシア・ウクライナ情勢

の影響による原材料費の高騰などにより、主力取引業界である自動車部品関連からの受注は低調に推移したもの

の、産業工作機械、建設機械関連の受注が増加したため、セグメント利益は増加しました。

売上高4,747百万円(前期比5.1％増)、セグメント利益68百万円(前期はセグメント損失152百万円)となりまし

た。

【運送事業(株式会社オーネックスライン)】

運送事業につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大による経済活動の制限による影響があったものの、

一般貨物運送が持ち直したため、売上高は増加しました。外注費、労務費の削減など経費削減に努め、セグメン

ト利益は増加しました。

売上高555百万円(前期比0.9％増)、セグメント利益25百万円(前期比27.4％増)となりました。

（２）当期の財政状態の概況

(資産)

当連結会計年度末における流動資産は4,320百万円となり前連結会計年度末に比べ△242百万円減少いたしまし

た。これは主に電子記録債権が36百万円増加したものの、現金及び預金が△201百万円、受取手形及び売掛金が

△62百万円減少したこと等によるものであります。固定資産は5,465百万円となり前連結会計年度末に比べ△154

百万円減少いたしました。これは有形固定資産が△62百万円、無形固定資産が△13百万円、投資その他の資産が

△78百万円減少したことによるものであります。

この結果総資産は、9,785百万円となり、前連結会計年度末に比べ△397百万円減少いたしました。

(負債)

当連結会計年度末における流動負債は1,728百万円となり前連結会計年度末と比べ△323百万円減少いたしまし

た。これは支払手形及び買掛金が12百万円増加したものの、未払金が△153百万円減少したことなどによるもの

です。

固定負債は、2,621百万円となり前連結会計年度末と比べ△172百万円減少いたしました。これは長期借入金が

△13百万円、リース債務が△19百万円、退職給付に係る負債が△139百万円減少したことによるものでありま

す。

この結果負債合計は、4,350百万円となり前連結会計年度末に比べ△495百万円減少いたしました。

　

2



株式会社オーネックス(5987) 2022年６月期 決算短信

(純資産)

当連結会計年度末における純資産合計は5,435百万円となり、前連結会計年度末と比較して98百万円増加いた

しました。これは、その他有価証券評価差額金が△29百万円減少したものの、利益剰余金が128百万円増加した

ことによるものであります。

この結果自己資本比率は55.5％(前連結会計年度末は52.4％)となりました。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、長期借入れによる収入が900百万円

あったものの、有形固定資産の取得による支出が482百万円、長期借入金の返済による支出が969百万円等により

前連結会計年度末に比べ201百万円減少し、当連結会計年度末には2,439百万円となりました。当連結会計年度に

おける各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(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416百万円（前期は595百万円）となりました。これは主に退職給付に係る負債

の減少額139百万円、その他の流動負債の減少額125百万円、法人税等の支払額52百万円による支出があったもの

の、税金等調整前当期純利益が242百万円、減価償却費が558百万円あったこと等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462百万円(前期は410百万円)となりました。これは主に投資有価証券の売却に

よる収入が26百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出が482百万円あったこと等によるものであり

ます。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果支出した資金は155百万円(前期は28百万円の獲得)となりました。これは主に長期借入れによ

る収入が900百万円あったものの、長期借入金の返済による支出が969百万円、リース債務の返済による支出が51

百万円、配当金の支払額が33百万円あったこと等によるものであります。

（４）今後の見通し

今後の経済の見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症の重症化リスクなどは低下するものの再拡大

が懸念され、またロシアによるウクライナ侵攻は国際情勢を不安定なものにしており、どちらも収束を見通すこ

とは困難な状況です。したがって、経済活動と社会活動の停滞及びエネルギー価格の高騰など景気の下振れリス

クにより、国内外ともに不透明な状況が続くものと予想されます。

当社グループは、ウイルス感染症予防に努めつつ、このような時期だからこそ生産体制の合理化等効率化を推

進し、取引先のニーズに一層迅速に対応できる体制を構築してまいります。

当社グループの次期の見通しといたしましては、売上高5,957百万円（前期比12.3%増）、営業利益180百万円

（前期比59.2%増）、経常利益172百万円（前期比36.8%増）、親会社株主に帰属する当期純利益121百万円（前期

比25.1%減）と計画しております。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループの利害関係者の多くは、日本国内の株主、債権者、取引先等であり、また海外からの資金調達の必

要性が乏しいことから、会計基準につきましては日本基準を適用しております。なお、IFRSの適用につきまして

は、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針であります。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年６月30日)

当連結会計年度
(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,651,283 2,449,965

受取手形及び売掛金 1,133,509 1,070,934

電子記録債権 537,919 574,779

製品 13,689 13,174

仕掛品 44,979 31,457

原材料及び貯蔵品 87,325 100,543

その他 94,987 79,862

流動資産合計 4,563,694 4,320,715

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,686,462 3,905,771

減価償却累計額 △2,582,457 △2,658,228

建物及び構築物（純額） 1,104,004 1,247,542

機械装置及び運搬具 8,335,067 8,033,797

減価償却累計額 △7,067,790 △6,878,716

機械装置及び運搬具（純額） 1,267,277 1,155,081

土地 2,206,424 2,219,624

リース資産 279,972 264,106

減価償却累計額 △167,062 △176,305

リース資産（純額） 112,909 87,801

建設仮勘定 66,878 2,000

その他 1,338,750 1,265,807

減価償却累計額 △1,160,553 △1,104,322

その他（純額） 178,196 161,484

有形固定資産合計 4,935,690 4,873,535

無形固定資産 47,525 34,262

投資その他の資産

投資有価証券 235,497 192,303

繰延税金資産 269,463 229,011

その他 131,232 137,409

貸倒引当金 △55 △1,473

投資その他の資産合計 636,138 557,251

固定資産合計 5,619,355 5,465,049

資産合計 10,183,050 9,785,765
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年６月30日)

当連結会計年度
(2022年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 122,863 135,048

電子記録債務 241,956 207,567

1年内返済予定の長期借入金 860,436 805,208

1年内償還予定の社債 2,500 -

リース債務 49,616 42,804

未払金 291,926 138,893

未払費用 223,956 217,151

未払法人税等 40,820 26,037

賞与引当金 14,997 14,487

その他 202,234 140,918

流動負債合計 2,051,307 1,728,116

固定負債

長期借入金 1,995,365 1,981,457

リース債務 76,965 57,819

退職給付に係る負債 648,583 508,901

その他 73,819 73,819

固定負債合計 2,794,733 2,621,997

負債合計 4,846,040 4,350,113

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 3,703,029 3,831,392

自己株式 △6,071 △6,071

株主資本合計 5,288,751 5,417,114

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 48,257 18,537

その他の包括利益累計額合計 48,257 18,537

純資産合計 5,337,009 5,435,652

負債純資産合計 10,183,050 9,785,765
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2020年７月１日
　至 2021年６月30日)

当連結会計年度
(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

売上高 5,066,482 5,302,953

売上原価 4,093,659 4,217,614

売上総利益 972,822 1,085,339

販売費及び一般管理費 1,084,102 972,280

営業利益又は営業損失（△） △111,279 113,058

営業外収益

受取利息 2,310 2,307

受取配当金 5,765 7,233

受取賃貸料 7,211 10,424

スクラップ収入 5,090 8,049

雇用調整助成金 34,889 9,930

その他 12,098 7,092

営業外収益合計 67,366 45,038

営業外費用

支払利息 20,661 19,542

支払手数料 5,081 5,009

その他 3,512 7,635

営業外費用合計 29,255 32,188

経常利益又は経常損失（△） △73,168 125,908

特別利益

固定資産売却益 6,022 2,903

投資有価証券売却益 3,695 22,039

受取保険金 － 155,483

特別利益合計 9,718 180,426

特別損失

固定資産売却損 29,375 23

固定資産除却損 7,345 4,936

減損損失 81,579 -

投資有価証券売却損 38 21

投資有価証券評価損 43,839 -

災害による損失 - 59,234

特別損失合計 162,177 64,215

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）

△225,628 242,119

法人税、住民税及び事業税 42,393 29,197

法人税等調整額 △66,431 51,118

法人税等合計 △24,038 80,316

当期純利益又は当期純損失（△） △201,590 161,802

親会社株主に帰属する当期純利益又は
親会社株主に帰属する当期純損失（△）

△201,590 161,802
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連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2020年７月１日
　至 2021年６月30日)

当連結会計年度
(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

当期純利益又は当期純損失（△） △201,590 161,802

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 59,661 △29,720

その他の包括利益合計 59,661 △29,720

包括利益 △141,929 132,082

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 △141,929 132,082

非支配株主に係る包括利益 ― －
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（３）連結株主資本等変動計算書

　前連結会計年度(自2020年７月１日 至2021年６月30日)

(単位：千円)

株主資本 その他の包括利益累計額

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

その他

有価証券

評価差額金

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 878,363 713,431 3,937,740 △6,019 5,523,515 △11,403 △11,403 5,512,111

当期変動額

剰余金の配当 ― ― △33,120 ― △33,120 ― ― △33,120

親会社株主に帰属す

る当期純利益又は親

会社株主に帰属する

当期純損失（△）

― ― △201,590 ― △201,590 ― ― △201,590

自己株式の取得 ― ― ― △52 △52 ― ― △52

株主資本以外の項目

の

当期変動額（純額）

― ― ― ― ― 59,661 59,661 59,661

当期変動額合計 ― ― △234,710 △52 △234,763 59,661 59,661 △175,102

当期末残高 878,363 713,431 3,703,029 △6,071 5,288,751 48,257 48,257 5,337,009

当連結会計年度(自2021年７月１日 至2022年６月30日)

(単位：千円)

株主資本 その他の包括利益累計額

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

その他

有価証券

評価差額金

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 878,363 713,431 3,703,029 △6,071 5,288,751 48,257 48,257 5,337,009

会計方針の変更による

累積的影響額
－ － △320 － △320 － － △320

会計方針の変更を反映

した当期首残高
878,363 713,431 3,702,709 △6,071 5,288,431 48,257 48,257 5,336,689

当期変動額

剰余金の配当 － － △33,119 － △33,119 － － △33,119

親会社株主に帰属す

る当期純利益又は親

会社株主に帰属する

当期純損失（△）

－ － 161,802 － 161,802 － － 161,802

自己株式の取得 － － － － － － － －

株主資本以外の項目

の

当期変動額（純額）

－ － － － － △29,720 △29,720 △29,720

当期変動額合計 － － 128,683 － 128,683 △29,720 △29,720 98,962

当期末残高 878,363 713,431 3,831,392 △6,071 5,417,114 18,537 18,537 5,435,652
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2020年７月１日
　至 2021年６月30日)

当連結会計年度
(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）

△225,628 242,119

減価償却費 566,603 558,120

減損損失 81,579 -

投資有価証券評価損益（△は益） 43,839 -

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △25,285 △139,682

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,605 △510

受取利息及び受取配当金 △8,076 △9,541

支払利息 20,661 19,542

投資有価証券売却損益（△は益） △3,657 △22,017

災害による損失 - 59,234

固定資産除却損 7,345 4,936

固定資産売却損益（△は益） 23,352 △2,879

受取保険金 - △155,483

売上債権の増減額（△は増加） △228,363 25,714

棚卸資産の増減額（△は増加） △5,317 820

仕入債務の増減額（△は減少） 140,350 △22,203

その他の流動負債の増減額（△は減少） 181,065 △125,557

未払消費税等の増減額（△は減少） △18 △39,937

その他 7,957 △73,621

小計 574,803 319,054

利息及び配当金の受取額 8,076 9,541

利息の支払額 △20,774 △19,492

保険金の受取額 - 155,483

法人税等の支払額 △18,676 △52,910

法人税等の還付額 51,761 4,718

営業活動によるキャッシュ・フロー 595,190 416,393

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 △411,871 △482,372

有形固定資産の売却による収入 23,381 2,903

無形固定資産の取得による支出 △11,000 △600

投資有価証券の取得による支出 △26,241 △2,121

投資有価証券の売却による収入 25,983 26,945

その他 △10,828 △6,756

投資活動によるキャッシュ・フロー △410,577 △462,000

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 1,050,000 900,000

長期借入金の返済による支出 △917,206 △969,136

社債の償還による支出 △15,000 △2,500

リース債務の返済による支出 △56,280 △51,057

自己株式の取得による支出 △52 -

配当金の支払額 △33,041 △33,017

財務活動によるキャッシュ・フロー 28,419 △155,710

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 213,033 △201,317

現金及び現金同等物の期首残高 2,428,249 2,641,283

現金及び現金同等物の期末残高 2,641,283 2,439,965
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（５）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)

該当事項はありません。

(会計方針の変更)

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財

又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の

期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準

第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益

の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。

この結果、当連結会計年度の損益及び利益剰余金期首残高に与える影響は軽微であります。

また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る顧客との契約から

生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企

業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める

新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響はありませ

ん。

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

１ 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役

会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。当

社グループは、取引先の品物に熱処理加工を施す事業及びそれに付随する品物等の運送事業を展開しております。

したがいまして、事業区分に基づき「金属熱処理加工事業」、「運送事業」の２つを報告セグメントとしておりま

す。

各報告セグメントに属する主な内容は、次のとおりです。

報告セグメント 主な内容

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

運送事業 工業製品及び機械の運送及び荷役

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
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３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報

前連結会計年度（自2020年７月１日 至2021年６月30日）

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
(注)１

連結財務諸表
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 4,515,652 550,830 5,066,482 － 5,066,482

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ 273,223 273,223 △273,223 －

計 4,515,652 824,053 5,339,705 △273,223 5,066,482

セグメント利益又は損失(△) △152,987 20,018 △132,968 21,689 △111,279

セグメント資産 9,412,002 619,271 10,031,274 151,775 10,183,050

その他の項目

　減価償却費 508,966 57,637 566,603 － 566,603

　有形固定資産及び
　無形固定資産の増加額

331,061 49,556 380,617 － 380,617

(注) １．セグメント利益又は損失(△)の調整額21,689千円はセグメント間取引の消去であります。

　 また、セグメント資産の調整額151,775千円は、セグメント間債権債務等消去△30,350千円及び報告セグメ

ントに帰属しない余資運用資金(預金)、長期投資資金(投資有価証券、保険積立金)等に係る資産182,126千

円であります。

２．セグメント利益及び損失(△)は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

当連結会計年度（自2021年７月１日 至2022年６月30日）

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
(注)１

連結財務諸表
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 4,747,159 555,794 5,302,953 － 5,302,953

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ 300,225 300,225 △300,225 －

計 4,747,159 856,019 5,603,179 △300,225 5,302,953

セグメント利益 68,770 25,502 94,272 18,785 113,058

セグメント資産 9,055,358 571,370 9,626,729 159,036 9,785,765

その他の項目

　減価償却費 494,205 63,915 558,120 － 558,120

　有形固定資産及び
　無形固定資産の増加額

440,877 59,884 500,761 △971 499,790

(注) １．セグメント利益の調整額18,785千円はセグメント間取引の消去であります。

　 また、セグメント資産の調整額159,036千円は、セグメント間債権債務等消去△28,235千円及び報告セグメ

ントに帰属しない余資運用資金(預金)、長期投資資金(投資有価証券、保険積立金)等に係る資産187,272千

円であります。

２．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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【関連情報】

前連結会計年度(自 2020年７月１日 至 2021年６月30日)

１．製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省

略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先が存在しないため、記載を省略

しております。

当連結会計年度(自 2021年７月１日 至 2022年６月30日)

１．製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省

略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先が存在しないため、記載を省略

しております。

　【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度(自 2020年７月１日 至 2021年６月30日)

　「金属熱処理加工事業」セグメントにおいて、81,579千円の減損損失を計上しております。

当連結会計年度(自 2021年７月１日 至 2022年６月30日)

　該当事項はありません。

　【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自 2020年７月１日 至 2021年６月30日)

　該当事項はありません。

当連結会計年度(自 2021年７月１日 至 2022年６月30日)

　該当事項はありません。

　【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度(自 2020年７月１日 至 2021年６月30日)

　該当事項はありません。

当連結会計年度(自 2021年７月１日 至 2022年６月30日)

　該当事項はありません。
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株式会社オーネックス(5987) 2022年６月期 決算短信

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 2020年７月１日
至 2021年６月30日)

当連結会計年度
(自 2021年７月１日
至 2022年６月30日)

１株当たり純資産額 3,222円85銭 3,282円42銭

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失(△)

△121円73銭 97円71銭

(注)１．前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、また、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益に

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株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前連結会計年度

(自 2020年７月１日
至 2021年６月30日)

当連結会計年度
(自 2021年７月１日
至 2022年６月30日)

親会社株主に帰属する当期純利益又は
親会社株主に帰属する当期純損失(△)(千円)

△201,590 161,802

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当期純利益又は
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純損失
(△)(千円)

△201,590 161,802

普通株式の期中平均株式数(株) 1,656,023 1,655,989

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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株式会社オーネックス(5987) 2022年６月期 決算短信

４．個別財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2021年６月30日)

当事業年度
(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,118,638 1,880,515

受取手形 387,528 339,492

電子記録債権 489,127 509,440

売掛金 535,117 545,980

製品 8,949 8,626

仕掛品 37,145 24,631

原材料及び貯蔵品 70,327 78,042

有償支給材 18,113 -

前払費用 3,056 2,389

未収入金 72,304 55,882

その他 9,046 17,912

流動資産合計 3,749,354 3,462,914

固定資産

有形固定資産

建物 609,944 783,145

構築物 21,544 34,419

機械及び装置 511,275 518,593

車両運搬具 2,014 1,004

工具、器具及び備品 87,150 72,538

土地 1,617,883 1,631,083

リース資産 46,080 41,667

建設仮勘定 66,878 -

有形固定資産合計 2,962,772 3,082,452

無形固定資産

ソフトウエア 42,333 29,539

水道施設利用権 8 -

電話加入権 3,787 3,787

無形固定資産合計 46,128 33,327

投資その他の資産

投資有価証券 235,497 192,303

関係会社株式 240,000 240,000

関係会社長期貸付金 2,725,000 2,675,000

長期前払費用 67 -

差入保証金 14,255 13,807

保険積立金 102,126 107,272

繰延税金資産 251,471 211,741

破産更生債権等 55 1,473

その他 1,770 1,770

貸倒引当金 △270,055 △271,473

投資その他の資産合計 3,300,188 3,171,894

固定資産合計 6,309,089 6,287,674

資産合計 10,058,444 9,750,589
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株式会社オーネックス(5987) 2022年６月期 決算短信

(単位：千円)

前事業年度
(2021年６月30日)

当事業年度
(2022年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形 14,601 6,654

電子記録債務 241,956 207,567

買掛金 77,048 97,915

1年内返済予定の長期借入金 834,739 783,996

1年内償還予定の社債 2,500 -

リース債務 21,391 17,732

未払金 302,805 149,182

未払費用 171,750 161,286

未払法人税等 16,117 20,712

未払消費税等 18,197 -

預り金 38,423 36,500

賞与引当金 11,678 11,209

設備関係支払手形 10,396 5,434

設備関係電子記録債務 93,818 78,909

その他 17,205 17,009

流動負債合計 1,872,629 1,594,111

固定負債

長期借入金 1,938,787 1,946,091

リース債務 30,754 29,534

退職給付引当金 597,071 456,836

長期未払金 73,819 73,819

固定負債合計 2,640,432 2,506,281

負債合計 4,513,062 4,100,392

純資産の部

株主資本

資本金 878,363 878,363

資本剰余金

資本準備金 713,431 713,431

資本剰余金合計 713,431 713,431

利益剰余金

利益準備金 48,306 48,306

その他利益剰余金

別途積立金 1,500,000 1,500,000

繰越利益剰余金 2,363,095 2,497,630

利益剰余金合計 3,911,401 4,045,937

自己株式 △6,071 △6,071

株主資本合計 5,497,124 5,631,659

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 48,257 18,537

評価・換算差額等合計 48,257 18,537

純資産合計 5,545,381 5,650,196

負債純資産合計 10,058,444 9,750,589
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株式会社オーネックス(5987) 2022年６月期 決算短信

（２）損益計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 2020年７月１日
　至 2021年６月30日)

当事業年度
(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

売上高 3,866,177 4,168,191

売上原価 3,126,459 3,260,196

売上総利益 739,718 907,995

販売費及び一般管理費 963,520 840,344

営業利益又は営業損失（△） △223,802 67,650

営業外収益

受取利息及び配当金 46,418 46,510

業務受託料 7,500 7,500

経営指導料 9,960 9,960

受取賃貸料 7,211 10,421

スクラップ収入 4,580 5,944

雇用調整助成金 15,944 -

その他 9,250 4,987

営業外収益合計 100,865 85,325

営業外費用

支払利息 19,966 18,891

支払手数料 5,081 5,009

その他 2,873 7,635

営業外費用合計 27,921 31,537

経常利益又は経常損失（△） △150,857 121,438

特別利益

投資有価証券売却益 3,695 22,039

受取保険金 ― 155,483

特別利益合計 3,695 177,523

特別損失

固定資産売却損 29,375 23

固定資産除却損 8,295 4,936

投資有価証券売却損 38 21

減損損失 81,579 -

投資有価証券評価損 43,839 -

災害による損失 - 61,302

特別損失合計 163,127 66,283

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失（△）

△310,290 232,677

法人税、住民税及び事業税 8,926 14,306

法人税等調整額 △65,296 50,396

法人税等合計 △56,370 64,702

当期純利益又は当期純損失（△） △253,919 167,975
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（３）株主資本等変動計算書

　前事業年度(自 2020年７月１日 至 2021年６月30日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合計資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途積立金
繰越利益

剰余金

当期首残高 878,363 713,431 48,306 1,500,000 2,650,135 4,198,442 △6,019 5,784,217

当期変動額

剰余金の配当 ― ― ― ― △33,120 △33,120 ― △33,120

当期純純損失（△） ― ― ― ― △253,919 △253,919 ― △253,919

自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― △52 △52

株主資本以外の項目

の

当期変動額（純額）

― ― ― ― ― ― ― ―

当期変動額合計 ― ― ― ― △287,040 △287,040 △52 △287,093

当期末残高 878,363 713,431 48,306 1,500,000 2,363,095 3,911,401 △6,071 5,497,124

評価・換算

差額等

純資産合計その他

有価証券

評価差額金

当期首残高 △11,403 5,772,813

当期変動額

剰余金の配当 ― △33,120

当期純損失（△） ― △253,919

自己株式の取得 ― △52

株主資本以外の項目

の

当期変動額（純額）

59,661 59,661

当期変動額合計 59,661 △227,432

当期末残高 48,257 5,545,381
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　当事業年度(自 2021年７月１日 至 2022年６月30日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合計資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途積立金
繰越利益

剰余金

当期首残高 878,363 713,431 48,306 1,500,000 2,363,095 3,911,401 △6,071 5,497,124

会計方針の変更による

累積的影響額
― ― ― ― △320 △320 ― △320

会計方針の変更を反映

した当期首残高
878,363 713,431 48,306 1,500,000 2,362,775 3,911,081 △6,071 5,496,804

当期変動額

剰余金の配当 ― ― ― ― △33,119 △33,119 ― △33,119

当期純利益 ― ― ― ― 167,975 167,975 ― 167,975

自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― ― ―

株主資本以外の項目

の

当期変動額（純額）

― ― ― ― ― ― ― ―

当期変動額合計 ― ― ― ― 134,855 134,855 ― 134,855

当期末残高 878,363 713,431 48,306 1,500,000 2,497,630 4,045,937 △6,071 5,631,659

評価・換算

差額等

純資産合計その他

有価証券

評価差額金

当期首残高 48,257 5,545,381

会計方針の変更による

累積的影響額
― △320

会計方針の変更を反映

した当期首残高
48,257 5,545,061

当期変動額

剰余金の配当 ― △33,119

当期純利益 ― 167,975

自己株式の取得 ― ―

株主資本以外の項目

の

当期変動額（純額）

△29,720 △29,720

当期変動額合計 △29,720 105,135

当期末残高 18,537 5,650,196
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