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1. 2023年6月期第1四半期の連結業績（2022年7月1日～2022年9月30日）

(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
親会社株主に帰属する

四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2023年6月期第1四半期 1,373 5.5 35 ― 39 ― 16 ―

2022年6月期第1四半期 1,302 19.9 △14 ― △11 ― △18 ―

（注）包括利益 2023年6月期第1四半期　　12百万円 （―％） 2022年6月期第1四半期　　△7百万円 （―％）

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

2023年6月期第1四半期 10.16 ―

2022年6月期第1四半期 △11.29 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2023年6月期第1四半期 10,408 5,416 52.0

2022年6月期 9,785 5,435 55.5

（参考）自己資本 2023年6月期第1四半期 5,416百万円 2022年6月期 5,435百万円

2. 配当の状況

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

2022年6月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00

2023年6月期 ―

2023年6月期（予想） 0.00 ― 20.00 20.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(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

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

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

(4) 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） 2023年6月期1Q 1,660,000 株 2022年6月期 1,660,000 株

② 期末自己株式数 2023年6月期1Q 4,011 株 2022年6月期 4,011 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年6月期1Q 1,655,989 株 2022年6月期1Q 1,655,989 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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ご利用に当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．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想情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症への対策や各種政

策により経済活動が正常化しつつありましたが、ロシア、ウクライナ問題の長期化に伴う資源価格

の高騰、中国の経済活動抑制の影響、欧米におけるインフレ加速に伴う政策金利の引き上げ等によ

り、急激な円安やエネルギー価格の高騰により景気回復のペースを鈍化させ、先行きが不透明な状

況にあります。

このような状況のもとで当社グループは、感染症対策を適切に実施しつつ、前期から引き続き生

産体制の見直しにより収益体質の強化を図り、生産性の向上等に努めました。

こうした事業活動の結果売上高は、主力取引業界である自動車部品関連の受注は低調に推移した

ものの、産業工作機械関連などの受注が増加したことから、前年同四半期連結累計期間と比較する

と増加しました。また経費面では、エネルギー、原材料費などの高騰がありましたが熱処理単価の

値上げなどにより、増益となりました。

当第１四半期連結累計期間の売上高は1,373百万円(前年同四半期比5.5％増)、営業利益は35百万

円(前年同四半期は△14百万円の営業損失)、経常利益は39百万円(前年同四半期は△11百万円の経

常損失)、親会社株主に帰属する四半期純利益は16百万円(前年同四半期は△18百万円の親会社株主

に帰属する四半期純損失)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

金属熱処理加工事業につきましては、主力取引業界である自動車部品関連の受注は低調に推移

したものの、産業工作機械関連などの受注が増加したことから、前年同四半期連結累計期間と比

較すると増加しました。また経費面では、エネルギー、原材料費などの高騰がありましたが熱処

理単価の値上げなどにより、増益となりました。

株式会社オーネックステックセンターの売上高は前年同四半期連結累計期間期と比較して増加

しました。経費面では、各製造経費の増加を抑えたことにより営業利益となりました。

売上高は1,213百万円(前年同四半期比3.0％増)、セグメント利益は15百万円(前年同四半期は

セグメント損失△28百万円)となりました。

② 運送事業

運送事業につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響があったものの収益向上のための

取引見直し、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、外部顧客への売上高

は増加し、セグメント利益も増加しました。

売上高は160百万円(前年同四半期比28.4％増)、セグメント利益は15百万円(前年同四半期比

45.6％増)となりました。

（２）財政状態に関する説明

(資産)

資産合計は、前連結会計年度末と比較して622百万円増加し、10,408百万円となりました。これ

は主に現金及び預金が650百万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641百万円増加し、4,992百万円となりました。これは

主に長期借入金が418百万円、短期借入金が159百万円、賞与引当金が44百万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19百万円減少し、5,416百万円となりました。これ

は利益剰余金が△15百万円減少、その他有価証券評価差額金が△3百万円減少したことによるもの

です。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2023年６月期の第2四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、2022年８月12日

に公表いたしました業績予想に変更はありません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2022年６月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,449,965 3,100,359

受取手形及び売掛金 1,070,934 1,097,656

電子記録債権 574,779 577,006

製品 13,174 15,160

仕掛品 31,457 34,881

原材料及び貯蔵品 100,543 94,350

その他 79,862 80,401

貸倒引当金 － △576

流動資産合計 4,320,715 4,999,239

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,247,542 1,225,315

機械装置及び運搬具（純額） 1,155,081 1,121,777

土地 2,219,624 2,219,624

リース資産（純額） 87,801 81,932

建設仮勘定 2,000 10,069

その他（純額） 161,484 157,284

有形固定資産合計 4,873,535 4,816,005

無形固定資産 34,262 32,290

投資その他の資産

投資有価証券 192,303 188,288

繰延税金資産 229,011 235,400

その他 137,409 138,660

貸倒引当金 △1,473 △1,473

投資その他の資産合計 557,251 560,875

固定資産合計 5,465,049 5,409,171

資産合計 9,785,765 10,408,410
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2022年６月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 135,048 135,679

電子記録債務 207,567 182,838

短期借入金 805,208 965,116

リース債務 42,804 41,038

未払金 138,893 140,724

未払費用 217,151 233,846

未払法人税等 26,037 20,200

賞与引当金 14,487 59,090

その他 140,918 167,746

流動負債合計 1,728,116 1,946,280

固定負債

長期借入金 1,981,457 2,400,364

リース債務 57,819 53,557

退職給付に係る負債 508,901 518,002

その他 73,819 73,819

固定負債合計 2,621,997 3,045,743

負債合計 4,350,113 4,992,024

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 3,831,392 3,816,071

自己株式 △6,071 △6,071

株主資本合計 5,417,114 5,401,793

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 18,537 14,592

その他の包括利益累計額合計 18,537 14,592

純資産合計 5,435,652 5,416,386

負債純資産合計 9,785,765 10,408,410
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2021年７月１日
　至 2021年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年７月１日
　至 2022年９月30日)

売上高 1,302,285 1,373,269

売上原価 1,053,874 1,074,348

売上総利益 248,410 298,921

販売費及び一般管理費 262,735 263,589

営業利益又は営業損失（△） △14,324 35,331

営業外収益

受取利息 584 586

受取配当金 777 897

受取賃貸料 2,276 3,127

スクラップ収入 1,854 2,524

雇用調整助成金 3,595 2,178

その他 1,532 1,311

営業外収益合計 10,620 10,626

営業外費用

支払利息 4,915 4,833

支払手数料 1,001 869

その他 1,931 1,035

営業外費用合計 7,847 6,738

経常利益又は経常損失（△） △11,552 39,219

特別利益

固定資産売却益 1,561 －

投資有価証券売却益 33 －

特別利益合計 1,595 －

特別損失

固定資産売却損 13,652 －

固定資産除却損 499 7,053

災害による損失 1,555 －

特別損失合計 15,708 7,053

税金等調整前四半期純利益又は
税金等調整前四半期純損失（△）

△25,664 32,165

法人税、住民税及び事業税 9,713 20,661

法人税等調整額 △16,675 △5,324

法人税等合計 △6,961 15,337

四半期純利益又は四半期純損失（△） △18,703 16,827

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四半期純損失（△）

△18,703 16,827
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2021年７月１日
　至 2021年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年７月１日
　至 2022年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △18,703 16,827

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 11,156 △3,944

その他の包括利益合計 11,156 △3,944

四半期包括利益 △7,546 12,883

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △7,546 12,883

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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（３）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）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

　


