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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第3四半期 29,393 ― 144 ― 139 ― 337 ―
20年3月期第3四半期 30,373 1.0 △439 ― △439 ― △880 ―

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

21年3月期第3四半期 3.19 ―
20年3月期第3四半期 △8.30 ―

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

21年3月期第3四半期 55,411 19,147 34.6 180.52
20年3月期 56,723 19,447 34.3 183.34

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  19,147百万円 20年3月期  19,447百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 4.50 4.50

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

売上高 営業利益 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 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 44,980 1.5 160 △69.9 70 △87.6 280 △75.2 2.64

4.  その他 
(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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注)詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧下さい。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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されるもの） 

(注)詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

＊ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しています。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しています。 
・業績予想につきましては、現在時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想値と異なる場合があります。 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  106,135,050株 20年3月期  106,135,050株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  68,544株 20年3月期  62,730株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  106,069,178株 20年3月期第3四半期  106,074,130株
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【定性的情報・財務諸表等】 

１． 連結経営成績に関する定性的情報 

 当第 3 四半期の売上高は前年同四半期比 980 百万円減少し、29,393 百万円となりました。これは主

に電気機械器具関連事業の電力会社向け重電機器の売上高減少によるものです。 

営業利益は、上記のとおり売上高の減少はあるものの、重電生産工場の一極集中体制の構築による 

製造経費の削減や各種原価低減の推進、また販売費及び一般管理費の削減により、前年同四半期比 583  

百万円増加し、144 百万円となりました。 

経常利益は、上記営業利益の増加により前年同四半期比 578 百万円増加し、139 百万円となりまし

た。 

四半期純利益は、上記経常利益の増加と法人税等調整額が減少したことにより、前年同四半期比

1,217 百万円増加し、337 百万円となりました。 

上記文中の前年同四半期との比較は参考として記載しています。 

 

２． 連結財政状態に関する定性的情報 

   当第 3 四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べて 1,312 百万円減少しました。資産で

は主に増加は棚卸資産の増加 2,447 百万円、繰延税金資産（固定）の増加 1,264 百万円で、減少は   

受取手形及び売掛金の減少 1,853 百万円、現金及び預金の減少 1,148 百万円、流動資産その他（主に

未収入金）の減少 946 百万円、有形固定資産の減少 924 百万円です。負債では主に増加は前受金の増

加 2,013 百万円で、減少は買掛金の減少 531 百万円、未払費用の減少 974 百万円、未払金の減少 679

百万円、有利子負債の減少 406 百万円です。 

   純資産は、剰余金の配当などにより、300 百万円減少となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

通期の業績見通しにつきましては、平成 20 年 12 月 25 日発表と変更はありません。 

今後、何らかの変化がある場合には適切に開示していきます。 

  

４．その他 

(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） 

なし 

 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

   【簡便な会計処理】 

採用している簡便な会計処理は、重要性が乏しいため記載を省略しています。 
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(3)四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 

・「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 19 年 3 月 14 日 企業会計

基準第 12 号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会   

平成 19 年 3月 14 日 企業会計基準適用指針第 14 号）を第 1四半期連結会計期間から適用し

ています。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しています。     

・棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 18 年 7 月 5 日 企業会計

基準第 9 号）を第 1 四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から    

原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しています 

この結果、従来の方法によった場合と比べて、営業利益、経常利益はそれぞれ 177 百万円減

少し、税金等調整前四半期純損失は同額増加しています。 

   ②①以外の変更 

・棚卸資産の評価の方法 

製品、仕掛品は、従来、評価方法として個別法を採用してましたが、総平均法に変更しました。

この変更は、損益に時価の変動の影響等を適切に反映させるためです。 

これによる損益に与える影響額は軽微です。 

   

  （追加情報） 

    平成 20 年度の法人税法改正に伴い、機械装置については、改正後の法定耐用年数を適用し、  

第 1四半期連結会計期間より耐用年数の短縮を行っています。 

    この結果、従来と同一の基準によった場合と比べて減価償却費は 146 百万円増加し、営業利益、

経常利益はそれぞれ同額減少し、税金等調整前四半期純損失は同額増加しています。 
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,193 8,341

受取手形及び売掛金 8,049 9,902

製品 2,960 4,938

仕掛品 12,393 7,505

原材料及び貯蔵品 3,800 4,263

繰延税金資産 800 585

その他 1,658 2,604

貸倒引当金 △7 △11

流動資産合計 36,848 38,130

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 16,093 15,942

減価償却累計額 △11,456 △11,166

建物及び構築物（純額） 4,636 4,775

機械装置及び運搬具 10,035 10,257

減価償却累計額 △8,343 △8,042

機械装置及び運搬具（純額） 1,691 2,215

土地 4,894 4,894

建設仮勘定 29 －

その他 7,468 7,677

減価償却累計額 △6,793 △6,711

その他（純額） 674 966

有形固定資産合計 11,927 12,851

無形固定資産   

ソフトウエア 778 904

その他 58 59

無形固定資産合計 837 964

投資その他の資産   

投資有価証券 730 905

長期貸付金 25 33

繰延税金資産 4,150 2,886

その他 914 973

貸倒引当金 △23 △21

投資その他の資産合計 5,798 4,778

固定資産合計 18,562 18,593

資産合計 55,411 56,723
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 8,644 9,175

短期借入金 5,445 3,230

1年内償還予定の社債 － 450

未払金 805 1,484

未払費用 882 1,856

未払法人税等 34 116

未払消費税等 135 379

前受金 3,959 1,946

その他 157 104

流動負債合計 20,063 18,742

固定負債   

長期借入金 7,128 9,300

退職給付引当金 8,765 8,924

役員退職慰労引当金 102 105

環境対策引当金 146 146

その他 57 57

固定負債合計 16,200 18,534

負債合計 36,263 37,276

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,906 5,906

資本剰余金 1,921 1,921

利益剰余金 11,203 11,395

自己株式 △10 △9

株主資本合計 19,019 19,213

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 127 233

純資産合計 19,147 19,447

負債純資産合計 55,411 56,723

㈱高岳製作所(6621)平成21年3月期　第３四半期決算短信
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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：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 29,393

売上原価 23,511

売上総利益 5,881

販売費及び一般管理費 5,736

営業利益 144

営業外収益  

受取利息 12

受取配当金 36

設備賃貸料 188

雑収入 29

営業外収益合計 267

営業外費用  

支払利息 174

社債利息 1

雑支出 96

営業外費用合計 273

経常利益 139

特別利益  

屑鉄売却益 181

ゴルフ会員権売却益 21

特別利益合計 202

特別損失  

固定資産廃棄損 182

たな卸資産廃棄損 971

特別損失合計 1,153

税金等調整前四半期純損失（△） △812

法人税、住民税及び事業税 55

過年度法人税等 207

法人税等調整額 △1,412

法人税等合計 △1,149

四半期純利益 337
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「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12 号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の

適用指針」（会計基準適用指針第 14 号）を第 1四半期連結会計期間から適用しています。また、「四半期連

結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しています。  

 

（３）継続企業の前提に関する注記 

    
   当第３四半期連結累計会計期間（自 平成 20 年 4 月 1 日  至 平成 20 年 12 月 31 日） 

    該当事項はありません。 

 
（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 
   当第３四半期連結累計会計期間（自 平成 20 年 4 月 1 日  至 平成 20 年 12 月 31 日） 

    該当事項はありません。 
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「参考資料」 

   （要約）前四半期連結損益計算書 

                        （単位：百万円）    
前第 3四半期連結累計期間 

(自 平成１９年４月 1日 

     至  平成１９年１２月３１日) 科  目 

金  額 
Ⅰ 売上高 30,373 

Ⅱ 売上原価 24,650 

売上総利益 5,723 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 6,162 

営業損失(△) △439 

Ⅳ 営業外収益 276 

Ⅴ 営業外費用 276 

経常損失(△) △439 

Ⅵ  特別利益 － 

Ⅶ 特別損失 1,012 
税金等調整前四半期純損失（△） △1,451 

法人税等 △569 

少数株主損失 2 

四半期純損失(△) △880 
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