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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 45,932 3.7 377 △29.0 375 △33.7 313 △72.3
20年3月期 44,312 △11.7 531 △77.0 566 △75.6 1,130 2.7

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 ％ ％ ％

21年3月期 2.96 ― 1.6 0.7 0.8
20年3月期 10.66 ― 5.9 1.0 1.2

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 51,894 19,079 36.8 179.88
20年3月期 56,723 19,447 34.3 183.34

（参考） 自己資本   21年3月期  19,079百万円 20年3月期  19,447百万円

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

21年3月期 △608 1,061 △2,711 6,082
20年3月期 372 2,744 △2,137 8,341

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 530 46.9 2.8
21年3月期 ― 0.00 ― 4.50 4.50 477 152.0 2.5
22年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 4.50 4.50 ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

16,700 △10.0 △1,090 ― △1,080 ― △780 ― △7.35

通期 43,400 △5.5 270 △28.4 290 △22.7 0 ― 0.00
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(注）詳細は、１１ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たりの当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、１７ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 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  69,440株 20年3月期  62,730株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

21年3月期 40,702 2.4 51 △74.9 538 △13.4 764 △49.7
20年3月期 39,747 △11.5 203 △89.0 621 △71.3 1,520 33.2

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

21年3月期 7.21 ―
20年3月期 14.34 ―

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 47,248 16,508 34.9 155.64
20年3月期 50,640 16,407 32.4 154.69

（参考） 自己資本 21年3月期  16,508百万円 20年3月期  16,407百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。なお、上記業績予想に関する事項は３ページ「1 経営成績」をご覧ください。 

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

第2四半期 
累計期間

15,700 △7.8 △910 ― △570 ― △310 ― △2.92

通期 38,600 △5.2 120 135.3 490 △8.9 260 △66.0 2.45
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１  経営成績 

 

（１） 経営成績に関する分析 

 

(当期の経営成績) 

  米国経済の混乱に端を発した世界的な経済不況により、株価下落や半導体・自動車の需要減少などの影響

が生じ、当連結会計年度のわが国の景況は予想以上に大きく落ち込む結果となりました。 
    銅材をはじめとする原材料価格は上半期に高騰し、下半期は値を下げたものの、当グループにとり当連結会

計年度を通じてコスト増加の大きな要因となりました。 
   東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所の運転休止の影響により売上高の減少が年初より想定されて  

いたため、当グループはこれを補うべく、営業面で提案営業の強化・更新需要のフォローなどを推進しました。 

当連結会計年度の業績につきましては、売上高は前連結会計年度より 1,620 百万円増加し、45,932 百万円  

（前連結会計年度比 3.7％増加）となりました。 

   経常利益は、売上高の増加および経費を削減したものの、原材料価格の高騰などにより前連結会計年度比

191 百万円減少の 375 百万円（前連結会計年度比 33.7％減少）となりました。当期純利益につきましては、税金

費用の減少はありましたが、たな卸資産廃棄損など 1,256 百万円の損失を計上したため前連結会計年度比 817

百万円減少の 313 百万円（前連結会計年度比 72.3％減少）となりました。 

事業の種類別セグメントの実績は次のとおりです。 

電気機械器具関連事業では、売上高は前連結会計年度比 4.0％増加の 45,531 百万円、営業利益は 368   

百万円となりました。その他事業では、売上高は前連結会計年度比 23.2％減少の 401 百万円、営業利益は   

9 百万円となりました。 

所在地別セグメントについては、全セグメントの売上高に占める本邦の割合が 90％を超えているため、記載を省

略しました。 

 

(次期の見通し) 

世界経済が現在の深刻な状況から一刻も早く抜け出し、回復への兆しが見えてくることが期待されますが、 

当分の間わが国の景気は低迷が継続すると予想されます。 
   この状況に立ち向かうため当グループは、「経営基盤の強化」と「事業体質の改善」を基本方針とした新たな

中期経営計画の策定を進めております。メーカーとしての基本姿勢を見失わず、原価低減・品質向上・技術力

強化への取り組みを推進し、新事業分野の開拓、受注・売上高の拡大を図ってまいります。 
   次期の業績見通しは、次のとおりです。 

 

    連結業績    個別業績 

売上高 43,400 百万円  38,600 百万円

営業利益    270 百万円 120 百万円

経常利益 290 百万円 490 百万円

当期純利益   0 百万円     260 百万円

 

 
（２） 財政状態に関する分析 

 

  （資産、負債及び純資産の状況） 

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べて 4,829 百万円減少しました。資産では、

主に減少は現金及び預金の減少 2,258 百万円、たな卸資産の減少 2,482 百万円です。負債では、主に減少

は買掛金の減少 840 百万円、有利子負債の減少 2,180 百万円です。 

   純資産は、主に剰余金の配当により、367 百万円減少となりました。 

 

  （キャッシュ・フローの状況） 

    当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して 2,258 百万円減少し、

6,082 百万円になりました。 
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    営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の減少による2,482百万円の収入、売上債権の増加による

1,854 百万円の支出、前受金の減少による 260 百万円の支出、仕入債務の減少による 840 百万円の支出等

により、合計で 608 百万円の支出（前連結会計年度 372 百万円収入）となりました。 

    投資活動によるキャッシュ・フローは、有形・無形固定資産の取得による 1,263 百万円を支出しましたが、 

名古屋東工場等の有形・無形固定資産売却収入2,021百万円等により、1,061百万円の収入（前連結会計年

度 2,744 百万円収入）となりました。 

    財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の圧縮2,180百万円、配当金の支払530百万円等により、

2,711 百万円の支出（前連結会計年度 2,137 百万円支出）となりました。 

    なお、当連結会計年度末における貸出コミットメント契約による借入実行残高はありません。 

 

キャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりです。 

 平成 17 年３月期 平成18年3月期 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期 平成 21 年３月期

自己資本比率（％） 30.7  33.1  32.5  34.3  36.8 

時価ﾍﾞｰｽの自己資本比率（％） 42.8  54.5  43.7  23.9  40.1 

キャッシュ・フロー対有利子負債

比率（倍） 

5.4  5.9  85.4  34.8  － 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ（倍） 11.9  10.0  0.8  1.5  － 

  （注）自己資本比率 ：自己資本／総資産 

      時価ﾍﾞｰｽの自己資本比率 ：株式時価総額／総資産 

      キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ：有利子負債／キャッシュ・フロー 

      ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ ：キャッシュ・フロー／利払い 

 

１． いずれの指標も連結ﾍﾞｰｽの財務数値により算出しています。 

２． 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数(自己株式控除後)により算出しています。 

３． キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを使用しています。 

４． 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象とし

ています。 

５． 営業キャッシュ・フローがマイナスの期については、キャッシュ・フロー対有利子負債比率、インタレスト・

カバレッジ・レシオを記載していません。 

 

(３)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  

  当社は、株主の皆さまへ安定的な配当を実施することを使命と考えており、内部留保については今後の競争力

の維持・強化と積極的な事業展開のために必要な設備投資や研究開発に活用してまいります。 

  この方針に基づき当期におきましては、期末配当を１株当たり普通配当 4.5 円 とする旨を来る平成 21 年６月

26 日開催予定の定時株主総会に提案することといたしました。 

なお、次期の配当につきましては、１株当たり 4.5 円を予定しております。 

  

 

２  企業集団の状況 

 

  最近の有価証券報告書（平成２０年６月２７日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の 

状況」から重要な変更がないため開示を省略します。 

    

3 経営方針 

 

（１） 会社の経営の基本方針 

当グループは平成２１年１月に新しい企業理念「高岳綱領」を制定いたしました。 

  高岳綱領は、以下の通り、高岳グループの企業目的である「社是」、および同じく高岳グループの信条である

「基本理念」で構成しています。 
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 ○社 是 

   私たちは、常に高い技術・品質と未来を輝かせる製品・サービスの追及を続け、お客様の新たな価値を創造

し、豊かな社会づくりに貢献します。 

  ○基本理念 

   自主独創／正々堂々／相互信頼 

   社是および基本理念には、独創的な技術開発によって新たな価値を創造しお客様へ寄与したい、  

ものづくり精神により培われた確かな品質の製品をお客様へ提供したい、サービス提供や課題解決の

提案によってお客様から信頼感を獲得したい、など製品・サービスを通じた社会貢献への強い願いが込めら

れています。また、企業活動の前提として、法令遵守を含めた高い倫理観を持った企業風土、および相互  

信頼で結ばれた職場風土の醸成にも努めていく所存です。 

   企業理念の定める目標に向けた取り組みは端緒についたばかりでありますが、今後一歩一歩着実に取り組み、

成果を挙げていくよう努力してまいります。 

 

（２）目標とする経営指標 

日本経済の急激な落ち込みのもと中期的な見通しがつきにくい状況を勘案し、経営指標については平成２１

年度の連結業績、 売上高 434 億円、経常利益 2.9 億円、当期純利益 0 億円を当面の目標値として、これを

達成することに全力を挙げる所存であります。 

 

（３）中長期的な経営戦略と会社の対処すべき課題 

景気低迷が継続する中、一段と企業競争力向上の必要性が高まっている事を認識し、「経営基盤の強

化」と「事業体質の改善」を基本方針とした新たな中期経営計画の策定を進めております。メーカー

としての基本姿勢を失わず、原価低減・品質向上・技術力強化への取り組みを推進し、同時に新事業

分野の開拓、受注・売上高の拡大を図ってまいります。 
○経営基盤の強化 
①原価低減・品質向上 
・ＴＰＭ活動の推進により原価低減・品質向上を実現し、絶対的な製品競争力を確立します。TPM

活動を推進する組織として、平成 21 年４月に「ものづくり本部」を設置しました。 
・棚卸資産の大幅削減のための業務改善を推進し、資金の創出を図り企業体質改善のために有効

活用します。 
・小山工場において生産ラインを整備し、主要機器の生産スペースの拡張、物流の改善を図り生

産効率を改善します。 
    ②技術力強化 
     メーカーとしての命である技術力強化を目的として、技術者層の充実、若手技術者育成、技術

企画力の向上などの施策を推進します。そのため平成 21 年 4 月に「技術開発本部」を設置しま

した。 
○事業体質の改善 
①新事業分野の開拓 
・新エネルギー電源の普及という環境のもと、当グループの持つ系統保護制御などの技術を駆使

して、新しい事業分野を開拓します。これを実現するため平成 21 年 4 月に「エネルギーソ   

リューション事業本部」を設置しました。 
・半導体不況による影響の著しいエレクトロニクス装置事業本部では、主力製品の三次元検査装

置を主体とした事業への再構築を図り、製品競争力をさらに強化するとともに、次の時代に向

けた製品開発を促進します。 
・整水器事業においては、代理店との連携強化、美容分野への展開により事業基盤を早急に構築

します。 
②受注･売上高の拡大 

  新規案件への積極対応などを推進し、受注・売上高の拡大にチャレンジしていきます。 
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4.連結財務諸表

　　(1)連結貸借対照表

（単位：百万円）
前連結会計年度

(平成20年3月31日)
当連結会計年度

(平成21年3月31日)
資産の部

　流動資産

　　現金及び預金 8,341 6,082

　　受取手形及び売掛金 9,902 11,757

　　製品 4,938 2,379

　　仕掛品 7,505 8,468

　　原材料及び貯蔵品 4,263 3,376

　　繰延税金資産 585 502

　　その他 2,604 604

　　貸倒引当金 △ 11 △ 9

　　流動資産合計 38,130 33,161

　固定資産

　　有形固定資産

　　　建物及び構築物 15,942 16,092

　　　　減価償却累計額 △ 11,166 △ 11,551

　　　　建物及び構築物（純額） 4,775 4,541

　　　機械装置及び運搬具 10,257 10,301

　　　　減価償却累計額 △ 8,042 △ 8,502

　　　　機械装置及び運搬具（純額） 2,215 1,798

　　　土地 4,894 4,893

　　　建設仮勘定                              - 0

　　　その他 7,677 7,227

　　　　減価償却累計額 △ 6,711 △ 6,581

　　　　その他（純額） 966 645

　　　有形固定資産合計 12,851 11,880

　　無形固定資産

　　　ソフトウエア 904 760

　　　その他 59 58

　　　無形固定資産合計 964 818

　　投資その他の資産

　　　投資有価証券 905 620

　　　長期貸付金 33 6

　　　繰延税金資産 2,886 4,532

　　　その他 973 898

　　　貸倒引当金 △ 21 △ 22

　　　投資その他の資産合計 4,778 6,034

　　固定資産合計 18,593 18,733

　資産合計 56,723 51,894
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㈱高岳製作所(6621)平成21年3月期決算短信

（単位：百万円）
前連結会計年度末
(平成20年3月31日)

当連結会計年度末
(平成21年3月31日)

負債の部

　流動負債

　　買掛金 9,175 8,335

　　短期借入金 3,230 4,795

　　１年内償還予定の社債 450                           -

　　未払金 1,484 1,150

　　未払費用 1,856 1,547

　　未払法人税等 116 76

　　未払消費税等 379 303

　　前受金 1,946 1,685

　　その他 104 87

　　流動負債合計 18,742 17,982

　固定負債

　　長期借入金 9,300 6,005

　　退職給付引当金 8,924 8,569

　　役員退職慰労引当金 105 107

　　環境対策引当金 146 93

　　その他 57 57

　　固定負債合計 18,534 14,833

　負債合計 37,276 32,815

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 11,395 11,179

　　自己株式 △ 9 △ 10

　　株主資本合計 19,213 18,995

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 233 83

　純資産合計 19,447 19,079

負債純資産合計 56,723 51,894
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（２）連結損益計算書

（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 平成19年4月1日
 至 平成20年3月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年4月1日
 至 平成21年3月31日)

売上高 44,312 45,932

売上原価 35,493 37,607

売上総利益 8,819 8,325

販売費及び一般管理費 8,288 7,947

営業利益 531 377

営業外収益

　受取利息 20 15

  受取配当金 55 36

  有価証券売却益 0                      -

　設備賃貸料 256 249

　雑収入 103 33

　営業外収益合計 436 335

営業外費用

　支払利息 233 228

　社債利息 9 1

　減価償却費 86                      -

　雑支出 72 107

　営業外費用合計 401 337

経常利益 566 375

特別利益

　固定資産売却益 5,056                      -

　屑鉄売却益                        - 181

　ゴルフ会員権売却益                        - 21

  前期損益修正益                        - 58

　特別利益合計 5,056 261

特別損失

　固定資産廃棄損 216 202

　固定資産売却損 85                      -

　たな卸資産廃棄損 648 1,288

　たな卸資産評価損 119                      -

　ゴルフ会員権評価損                        - 8

　拠点再編成費用 1,139                      -

　投資有価証券評価損 28                      -

　減損損失 1,173                      -

　環境対策引当金繰入額 146                      -

　その他 109 18

　特別損失合計 3,667 1,517

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当
期純損失（△）

1,955 △ 881

法人税、住民税及び事業税 169 81

過年度法人税等                        - 190

法人税等調整額 658 △ 1,467

法人税等合計 827 △ 1,195

少数株主損失（△） △ 2                      -

当期純利益 1,130 313
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㈱高岳製作所(6621)平成21年3月期決算短信（３）連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）
前連結会計年度

(自 平成19年4月1日
至 平成20年3月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日)

株主資本

資本金

     前期末残高 5,906 5,906

当期変動額

当期変動額合計 -                                                              -                                      

　　　　　　　当期末残高 5,906                                                        5,906

資本剰余金

　　前期末残高 1,921 1,921

　　当期変動額

　　　　当期変動額合計 -                                                              -                                      

　　　　　　　当期末残高 1,921 1,921

利益剰余金

　　前期末残高 10,619 11,395

　　当期変動額

　　　　剰余金の配当 △ 371 △ 530

　　　　当期純利益 1,130 313

　　　　合併による増加 17 -                                      

　　　　当期変動額合計 776 △ 216

　　　　　　　当期末残高 11,395 11,179

　　　　　自己株式

　　　　　　　前期末残高 △ 8 △ 9

　　 当期変動額

　　　　　　　　　自己株式の取得 △ 0 △ 0

　　　　当期変動額合計 △ 0 △ 0

　　　　　　　当期末残高 △ 9 △ 10

　　　　　株主資本合計

　　　　　　　前期末残高 18,437 19,213

　　 当期変動額

　　　　　　　　　剰余金の配当 △ 371 △ 530

　　　　　　　　　当期純利益 1,130 313

　　　　　　　　　自己株式の取得 △ 0 △ 0

　　　　　　　　　合併による増加 17 -                                      

　　　　　　　　　当期変動額合計 775 △ 217

　　　　　　　当期末残高 19,213 18,995

　　　　　評価・換算差額等

　　　　　　その他有価証券評価差額金

　　　　　　　前期末残高 534 233

　　　　　　　当期変動額

　　　　　　　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 300 △ 150

　　　　　　　　　当期変動額合計 △ 300 △ 150

　　　　　　　当期末残高 233 83

　　　　　少数株主持分

　　　　　　　前期末残高 8 -                                      

　　　　　　　当期変動額

　　　　　　　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 8 -                                      

　　　　　　　　　当期変動額合計 △ 8 -                                      

　　　　　　　当期末残高 -                                                              -                                      

　　　　　純資産合計

　　　　　　　前期末残高 18,980 19,447

　　　　　　　当期変動額

剰余金の配当 △ 371 △ 530

　　　　　　　　　当期純利益 1,130 313

　　　　　　　　　自己株式の取得 △ 0 △ 0

　　　　　　　　　合併による増加 17 -                                      

　　　　　　　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 309 △ 150

　　　　　　　　　当期変動額合計 466 △ 367

　　　　　　　当期末残高 19,447 19,079
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(4)連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日

　至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４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
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期

純損失（△）
1,955 △ 881

　減価償却費 1,696 1,809

　固定資産廃棄損 216 202

  固定資産売却損益（△は益） △ 5,056 -                          

　減損損失 1,173 -                          

　貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 19 △ 0

　退職給付引当金の増減額（△は減少） 109 △ 352

　受取利息及び受取配当金 △ 76 △ 52

　支払利息 242 230

　売上債権の増減額（△は増加） 2,459 △ 1,854

　たな卸資産の増減額（△は増加） △ 775 2,482

　前受金の増減額（△は減少） 661 △ 260

　仕入債務の増減額（△は減少） △ 1,978 △ 840

　未払消費税等の増減額（減少は△） △ 62 △ 75

　未払費用の増減額（減少は△） -                           △ 308

　その他の引当金の増減額（△は減少） 146 △ 53

　その他 50 △ 259

　小計 742 △ 213

　利息及び配当金の受取額 76 52

　利息の支払額 △ 243 △ 230

　法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △ 203 △ 216

　営業活動によるキャッシュ・フロー 372 △ 608

投資活動によるキャッシュ・フロー

　有価証券の取得による支出 △ 520 △ 6

　有価証券の売却による収入 513 30

　有形及び無形固定資産の取得による支出 △ 2,118 △ 1,263

  有形及び無形固定資産の売却による収入 4,873 2,021

　貸付けによる支出 -                           △ 1

　貸付金の回収による収入 14 11

　その他 △ 18 268

　投資活動によるキャッシュ・フロー 2,744 1,061

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） △ 2,350 -                          

　長期借入れによる収入 3,000 -                          

　長期借入金の返済による支出 △ 1,595 △ 1,730

　社債の償還による支出 △ 820 △ 450

　配当金の支払額 △ 371 △ 530

　その他 △ 0 △ 1

　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,137 △ 2,711

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 979 △ 2,258

現金及び現金同等物の期首残高 7,336 8,341

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 24 -                          

現金及び現金同等物の期末残高 8,341 6,082
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(５)継続企業の前提に関する注記 

  該当事項はありません。 

 

(６)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 前連結会計年度 

 (自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

1.連結の範囲に関する事項 連結子会社数は５社です。 

連結子会社名：ﾀｶｵｶ・ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰ

ﾋﾞｽ㈱、ﾀｶｵｶｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱、ﾀｶ

ｵｶ化成工業㈱、ﾀｶｯｸ・ｼｽﾃﾑ開

発㈱、㈱ﾐﾝﾄｳｴｰﾌﾞ 

 

 

連結子会社数は4社です。 

連結子会社名：ﾀｶｵｶ・ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰ

ﾋﾞｽ㈱、ﾀｶｵｶｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱、ﾀｶ

ｵｶ化成工業㈱、㈱ﾐﾝﾄｳｴｰﾌﾞ 

なお、当連結会計年度よりﾀｶｯｸ･

ｼｽﾃﾑ開発㈱は連結子会社㈱ﾐﾝﾄ

ｳｴｰﾌﾞに吸収合併されました。 

4.会計処理基準に関する事項 

(3)たな卸資産の評価基準及び評

価方法 

 

製品・仕掛品･･･主として個別法

による原価法 

原材料・貯蔵品･･･主として総平

均法による原価法 

主として総平均法による原価法

（収益性の低下による簿価切下げ

の方法） 
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前連結会計年度 

 (自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

4.会計処理基準に関する事項 

(4)固定資産の減価償却の方法 

 

 

－ 

 

ﾊ.リース資産 

 所有権移転ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ取引

に係るﾘｰｽ資産･･･自己所有の固

定資産に適用する減価償却方法

と同一の方法 

 所有権移転外ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ取

引に係るﾘｰｽ資産・・・ﾘｰｽ期間を

耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法。なお、ﾘｰｽ取引開始日

が企業会計基準第13号「リース取

引に関する会計基準」の適用初

年度開始前のリース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理による。 

 

（会計方針の変更等）  

①棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

当連結会計年度より、「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）を適用しています。 

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75百万円減少、税金等調

整前当期純損失は同額増加しています。 

なお、セグメント情報に与える影響については、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の 

電気機械器具関連事業で営業利益が75百万円減少しています。 
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②棚卸資産の評価の方法 

製品、仕掛品は、従来、評価方法として主として個別法を採用してましたが、当連結会計年度より総平均法

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。 

 

③リース取引に関する会計基準の適用 

当連結会計年度より、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 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」（日本公認会計士協会 会計制度委員会

平成19年3月30日 企業会計基準適用指針第16号）を適用しています。 

なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。 

これによる損益に与える影響額はありません。   

 

（追加情報） 

平成20年度の法人税法改正に伴い、当連結会計年度から機械装置については、改正後の法定耐用年数

を適用し、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193百万円増加し、営業利益、経常利益

はそれぞれ同額減少し、税金等調整前当期純損失は同額増加しています。 

 

 なお、上記以外は最近の有価証券報告書（平成20年6月27日提出）における記載から重要な変更がない

ため開示を省略します。 
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 ㈱高岳製作所(6621)平成21年3月期決算短信 
 

(7)連結財務諸表に関する注記事項 

 

①  連結貸借対照表関係 

 
 前連結会計年度 

 (平成20年3月31日現在) 
当連結会計年度 

(平成21年3月31日現在) 
1. 有形固定資産の減価償却累計

額 
2. 保証債務 

25,920百万円 
 

79百万円 

26,634百万円 
 

67百万円 
 

② 連結損益計算書関係 

 
 前連結会計年度 

 (自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 
1.一般管理費及び当期製造費用に
含まれる研究開発費 

848百万円 690百万円 

 

③ 連結株主資本等変動計算書関係 

 

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 
１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 106,135,050 ― ― 106,135,050

  
２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 59,193 3,537 ― 62,730

  
（変動事由の概要） 

増加数は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加   3,537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 
配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり配当額

（円） 基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 

定時株主総会 普通株式 371 3.50 平成19年３月31日 平成19年６月29日

  
 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額

（百万円） 

１株当たり 

配当額(円) 基準日 効力発生日 

平成20年６月27日 

定時株主総会 普通株式 利益剰余金 530 5.00 平成20年３月31日 平成20年６月30日

  
 
 

 

14



  

㈱高岳製作所(6621)平成21年3月期決算短信 

 
当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 
１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 106,135,050 ― ― 106,135,050

  
  

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 62,730 6,710 －   69,440

  
（変動事由の概要） 

増加数は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加      6,710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 
配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり配当額

（円） 基準日 効力発生日 

平成20年６月27日 

定時株主総会 普通株式 530 5.00 平成20年３月31日 平成20年６月30日

  
 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額

（百万円） 

１株当たり 

配当額(円) 基準日 効力発生日 

平成21年６月26日 

定時株主総会 普通株式 利益剰余金  477 4.50 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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㈱高岳製作所(6621)平成21年3月期決算短信 
 
④セグメント情報 
 

（イ） 事業の種類別セグメント情報 

                                                                                  （単位：百万円） 
前連結会計年度 

(自   平成19年4月1日
至 平成20年3月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日) 

 

電気機械器具 
関連事業 

その他 
事  業 

計 消去又

は全社 
連 結 電気機械器具 

関連事業 
その他 
事  業 

計 消去又

は全社 
連 結 

Ⅰ．売上高及び  
   営業損益 
 
売 上 高      
 
(1) 外部顧客に 
対する売上高 

 
 
 
 
 

43,790 
 

 
 
 
 
 

522 

 
 
 
 
 

44,312 

 
 
 
 
 

－ 

 
 
 
 
 

44,312 

 
 
 
 
 

45,531 

 
 
 
 
 

401 

 
 
 
 
 

45,932 

 
 
 
 
 

－ 

 
 
 
 
 

45,932 

 
(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の 
内部売上高又は

振替高 
 

 
－ 

 
－ 

 
－ 

 
（ －） 

 
－ 

 
－ 

 
－ 

 
－ 

 
（ －） 

 
－ 

計 43,790 522 44,312 （ －） 44,312 45,531 401 45,932 （ －） 45,932 
営業費用      43,287 494 43,781 （ －） 43,781 45,163   392 45,555 （ －） 45,555 
営業利益      503 28 531 （ －） 531 368 9 377 （ －） 377 
Ⅱ．資産、減価 
   償却費及び 
   資本的支出 
 
資 産      56,298 425 56,723 

 
 
 
 
－ 56,723 51,547 347 51,894 

 
 
 
 
－ 51,894 

減価償却費 1,691 5 1,696 － 1,696 1,806 3 1,809 － 1,809 
減損損失      1,173 － 1,173  － 1,173 － － －  － － 
資本的支出 2,341 0 2,342 － 2,342 865 0 865 － 865 

  （注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっています。 
        ２．各事業の主な製品及び事業内容 

（１） 電気機械器具・・・・送受電用電力変圧器、柱上変圧器、地上用変圧器、その他各種変圧器、         

関連事業            リアクトル、計器用変成器、超縮小形変電設備、ガス絶縁開閉装置、

ガス遮断器、真空遮断器、断路器、電力監視制御システム、      

上下水道等環境システム、道路管理・鉄道関連システム、      

エネルギー管理システム、パワーエレクトロニクス装置、         

電気自動車用急速充電器、ＦＡ・メカトロシステム、        

フォトマスク欠陥検査装置、三次元検査装置、画像処理装置、    

情報通信ネットワークシステム、シンクライアントシステム、    

光ファイバーセンサ、整水器等 
        （２）その他事業      ・・・・金属部品の機械加工・製缶・板金等、各種サービス業 
        ３．セグメント間の内部売上高または振替高はありません。 
        ４．配賦不能営業費用はありません。 
 

（ロ） 所在地別セグメント情報 

           当連結会計年度及び前連結会計年度において、全セグメントの売上高に占める本邦の割合が 
         ９０％を超えているため、記載を省略しました。 
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 ㈱高岳製作所(6621)平成21年3月期決算短信 

（ハ） 海外売上高 

           当連結会計年度及び前連結会計年度において、海外売上高は連結売上高の１０％未満のため 
         記載を省略しました。 

 
⑤ 関連当事者との取引 
 （追加情報） 

  当連結会計年度から平成18年10月17日公表の、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 

企業会計基準第11号）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 企業会

計基準適用指針第13号）を適用しています。 

  この結果、従来の開示対象範囲と変更はありません。 

 

 (イ) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等 
  

種類 

会社等の名称 
又は氏名 

所在地 

資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の内容

又は職業 

議決権等

の所有

(被所有)割

合(％)

関連当事者

との関係

取引の内容

取引金額 
(百万円) 

科目 

期末残高

(百万円)

主 要 

株 主  

東 京 電 力 

株 式 会 社 

東 京 都

千代田区 

676,434  電気事業 28.3  営業取引 変圧器、開閉

装置等の販売

 23,810  売掛金 4,994 

（注）1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれています。 

   2.取引条件及び取引条件の決定方針等 

    市場価格等を勘案し、価格交渉の上決定しています。 

 
⑥１株当たり情報 
 
当連結会計年度（自 平成20年4月1日  至 平成21年３月31日現在） 

 
（イ）1株当たり純資産額      179円88銭 
（ロ）1株当たり当期純利益      2円96銭 

なお、潜在株式調整後１株当たりの当期純利益については、潜在株式がないため記載していま

せん。 
 

（注）算定上の基礎 
 

（イ） 1株当たり純資産額 
① 連結貸借対照表上の純資産の部の合計額                      19,079百万円 
② 普通株式に係る純資産額                             19,079百万円 
③ 普通株式の発行済株式数                             106,135千株 
④ 普通株式の自己株式数                                69千株 
⑤ １株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数             106,065千株 
 

（ロ） １株当たり当期純利益 
① 連結損益計算書上の当期純利益                   313百万円 
② 普通株式に係る当期純利益                     313百万円 
③ 普通株式の期中平均株式数                   106,068千株 
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㈱高岳製作所(6621)平成21年3月期決算短信 

 
⑦開示の省略 

リース取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストックオプション等に関する

注記については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 
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㈱高岳製作所(6621)平成21年3月期決算短信

5.財務諸表

　　(1)貸借対照表

（単位：百万円）
前事業年度

(平成20年3月31日)
当事業年度

(平成21年3月31日)
資産の部

　流動資産

　　現金及び預金 5,642 4,048

　　受取手形 736 553

　　売掛金 7,882 10,073

　　製品 4,931 2,364

　　原材料 3,973 3,160

　　仕掛品 6,748 7,917

　　貯蔵品 36 32

　　前払費用 35 71

　　繰延税金資産 424 415

　　未収入金 2,338 212

　　その他 134 307

　　貸倒引当金 △ 11 △ 9

　　流動資産合計 32,874 29,147

　固定資産

　　有形固定資産

　　　建物 12,036 12,198

　　　　減価償却累計額 △ 8,418 △ 8,681

　　　　建物（純額） 3,618 3,517

　　　構築物 2,638 2,636

　　　　減価償却累計額 △ 1,869 △ 1,979

　　　　構築物（純額） 768 657

　　　機械及び装置 8,659 8,683

　　　　減価償却累計額 △ 6,629 △ 7,038

　　　　機械及び装置（純額） 2,030 1,645

　　　車両運搬具 247 243

　　　　減価償却累計額 △ 201 △ 214

　　　　車両運搬具（純額） 45 29

　　　工具、器具及び備品 7,052 6,587

　　　　減価償却累計額 △ 6,082 △ 5,964

　　　　工具、器具及び備品（純額） 970 622

　　　土地 4,717 4,717

　　　建設仮勘定                              - 0

　　　有形固定資産合計 12,151 11,188

　　無形固定資産

　　　ソフトウエア 875 737

　　　その他 48 46

　　　無形固定資産合計 924 784

　　投資その他の資産

　　　投資有価証券 785 552

　　　関係会社株式 1,046 1,046

　　　関係会社出資金 97 97

　　　従業員に対する長期貸付金 13 4

　　　長期前払費用 97 70

　　　敷金及び保証金 308 306

　　　繰延税金資産 2,276 3,959

　　　その他 84 109

　　　貸倒引当金 △ 19 △ 19

　　　投資その他の資産合計 4,690 6,127

　　固定資産合計 17,765 18,100

　資産合計 50,640 47,248
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㈱高岳製作所(6621)平成21年3月期決算短信

（単位：百万円）
前事業年度

(平成20年3月31日)
当事業年度

(平成21年3月31日)
負債の部

　流動負債

　　買掛金 8,141 8,085

　　短期借入金 3,230 4,795

　　１年内償還予定の社債 450                           -

　　未払金 1,556 1,123

　　未払費用 1,472 1,210

　　未払法人税等 89 40

　　未払消費税等 325 280

　　前受金 1,750 1,611

　　預り金 82 71

　　流動負債合計 17,098 17,219

　固定負債

　　長期借入金 9,300 6,005

　　退職給付引当金 7,631 7,367

　　環境対策引当金 146 93

　　その他 55 55

　　固定負債合計 17,133 13,520

　負債合計 34,232 30,739

純資産の部

　株主資本

　　資本金 5,906 5,906

　　資本剰余金

　　　資本準備金 1,921 1,921

　　資本剰余金合計 1,921 1,921

　　利益剰余金

　　　利益準備金 1,509 1,509

      その他利益剰余金

　　　固定資産圧縮積立金 1,971 2,645

　　　固定資産圧縮特別勘定積立金 138 140

　　　別途積立金 3,226 3,226

　　　繰越利益剰余金 1,512 1,069

　　　利益剰余金合計 8,357 8,592

　　自己株式 △ 9 △ 10

　　株主資本合計 16,175 16,408

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 232 99

　評価・換算差額等合計 232 99

　純資産合計 16,407 16,508

負債純資産合計 50,640 47,248
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㈱高岳製作所(6621)平成21年３月期決算短信

（２）損益計算書

（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成19年4月1日
 至 平成20年3月31日)

当事業年度
(自 平成20年4月1日
 至 平成21年3月31日)

売上高

売上原価 39,747 40,702

　製品期首たな卸高 5,184 4,931

　当期製品製造原価 32,625 31,063

　合計 37,810 35,994

　製品期末たな卸高 4,931 2,364

　他勘定振替高 255 △ 329

　売上原価合計 32,623 33,959

売上総利益 7,124 6,742

販売費及び一般管理費 6,920 6,690

営業利益 203 51

営業外収益

　受取利息 20 14

  受取配当金 444 465

  有価証券売却益 0                      -

　設備賃貸料 294 298

　雑収入 55 20

　営業外収益合計 816 798

営業外費用

　支払利息 230 226

　社債利息 9 1

　減価償却費 86                      -

　雑支出 73 83

　営業外費用合計 398 312

経常利益 621 538

特別利益

　固定資産売却益 5,056                      -

　屑鉄売却益                        - 181

　ゴルフ会員権売却益                        - 21

  前期損益修正益                        - 58

　特別利益合計 5,056 261

特別損失

　固定資産廃棄損 206 198

　たな卸資産廃棄損 648 1,167

　たな卸資産評価損 119                      -

  ゴルフ会員権評価損                        -                      8

  拠点再編成費用 1,047                      -

　減損損失 1,173                      -

　環境対策引当金繰入額 146                      -

　投資有価証券評価損 18                      -

　その他 85                      -

　特別損失合計 3,445 1,373

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 2,232 △ 574

法人税、住民税及び事業税 119 52

過年度法人税等                        - 190

法人税等調整額 592 △ 1,582

法人税等合計 711 △ 1,339

当期純利益 1,520 764
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㈱高岳製作所(6621)平成21年3月期決算短信（３）株主資本等変動計算書

（単位：百万円）
前事業年度

(自 平成19年4月1日
至 平成20年3月31日)

当事業年度
(自 平成20年4月1日

 至 平成21年3月31日)
株主資本

資本金

     前期末残高 5,906 5,906

当期変動額

当期変動額合計 -                                                              -                                           

　　　　　　　当期末残高 5,906                                                        5,906

資本剰余金

    資本準備金

　　　前期末残高 1,921 1,921

　　　当期変動額

　　　　当期変動額合計 -                                                              -                                           

　　　　　　　当期末残高 1,921 1,921

利益剰余金

　　利益準備金

　　　前期末残高 1,509 1,509

　　　当期変動額

　　　　当期変動額合計 -                                                              -                                           

　　　　　　　 当期末残高 1,509 1,509

　　　　　　その他利益剰余金

　　　　　　　固定資産圧縮積立金

　　　　　　　　前期末残高 -                                                              1,971

　　　　　　　　当期変動額

　　　　　　　　　固定資産圧縮積立金の積立 1,979 684

　　　　　　　　　固定資産圧縮積立金の取崩 △ 8 △ 10

　　　　　　　　　当期変動額合計 1,971 674

                当期末残高 1,971 2,645

　　　　　　　固定資産圧縮特別勘定積立金

　　　　　　　　前期末残高 -                                                              138

　　　　　　　　当期変動額

　　　　　　　　　固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 138 2

　　　　　　　　　当期変動額合計 138 2

                当期末残高 138 140

　　　　　　　別途積立金

     　前期末残高 3,226 3,226

　当期変動額

当期変動額合計 -                                                              -                                           

　　　　　　　　当期末残高 3,226 3,226

　　　　　　繰越利益剰余金

     　前期末残高 2,472 1,512

　当期変動額

　　　　　　　　 剰余金の配当 △ 371 △ 530

　　　　固定資産圧縮積立金の積立 △ 1,979 △ 684

　　　　固定資産圧縮積立金の取崩 8 10

　　　　固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 △ 138 △ 2

　　　　当期純利益 1,520 764

　　　　当期変動額合計 △ 960 △ 442

　　　当期末残高 1,512 1,069

　　利益剰余金合計

　　　前期末残高 7,208 8,357

　　　当期変動額

　　　　剰余金の配当 △ 371 △ 530

　　　　固定資産圧縮積立金の積立 -                                                              -                                           

　　　　固定資産圧縮積立金の取崩 -                                                              -                                           

　　　　固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 -                                                              -                                           

　　　　当期純利益 1,520 764

　　　　当期変動額合計 1,149 234

　　　当期末残高 8,357 8,592

　　自己株式

　　　前期末残高 △ 8 △ 9

　　　　　　　　当期変動額

　　　　自己株式の取得 △ 0 △ 0

　　　　当期変動額合計 △ 0 △ 0

　　　当期末残高 △ 9 △ 10
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）

（単位：百万円）
前事業年度

(自 平成19年4月1日
至 平成20年3月31日)

当事業年度
(自 平成20年4月1日

 至 平成21年3月31日)
　　　　　　株主資本合計

　　　　　　　　前期末残高 15,026 16,175

　　　　　　　　当期変動額

　　　　　　　　　 剰余金の配当 △ 371 △ 530

　　　　　当期純利益 1,520 764

　　　　　自己株式の取得 △ 0 △ 0

　　　　　　　　　当期変動額合計 1,148 233

　　　　　　　　当期末残高 16,175 16,408

　　　　　　評価・換算差額等

　　　　　　　　その他有価証券評価差額金

　　　　　　　　　　前期末残高 511 232

　　　　　　　　　　当期変動額

　　　　　　　　　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額 △ 278 △ 133

　　　　　　　　　　　当期変動額合計 △ 278 △ 133

　　　　　　　　　　当期末残高 232 99

　　　　　　純資産合計

　　　　　　　　前期末残高 15,537 16,407

　　　　　　　　当期変動額
　　　　　　　　　 剰余金の配当 △ 371 △ 530

　　　　　当期純利益 1,520 764

　　　　　自己株式の取得 △ 0 △ 0

　　　　　　　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 278 △ 133

　　　　　　　　　当期変動額合計 869 100

　　　　　　　　当期末残高 16,407 16,508
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(４)継続企業の前提に関する注記 
   
   該当事項はありません。 
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