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1.  21年6月期の連結業績（平成20年7月1日～平成21年6月30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6月期 38,013 △3.8 384 △14.1 312 △20.1 226 3.2
20年6月期 39,523 1.5 447 △24.3 390 △30.6 219 △24.8

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6月期 25.93 ― 4.7 1.3 1.0
20年6月期 25.05 ― 4.7 1.6 1.1

（参考） 持分法投資損益 21年6月期  25百万円 20年6月期  13百万円

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6月期 23,429 5,332 21.0 563.88
20年6月期 23,342 5,186 20.4 545.04

（参考） 自己資本   21年6月期  4,920百万円 20年6月期  4,771百万円

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6月期 741 △519 △505 876
20年6月期 1,281 △550 △826 1,156

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6月期 ― ― ― 2.50 2.50 21 10.0 0.5
21年6月期 ― ― ― 2.50 2.50 21 9.6 0.5
22年6月期 

（予想）
― ― ― 2.50 2.50 16.8

3.  22年6月期の連結業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30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

19,000 △8.9 210 △27.0 150 △24.2 70 △2.4 8.02

通期 36,900 △2.9 400 4.1 330 5.7 130 △42.6 14.89
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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、19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の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、27ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年6月期 8,792,000株 20年6月期 8,792,000株
② 期末自己株式数 21年6月期  65,064株 20年6月期  37,297株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年6月期の個別業績（平成20年7月1日～平成21年6月30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6月期 16,781 0.0 292 23.9 196 △0.4 176 △4.1
20年6月期 16,776 3.9 235 51.9 197 △15.7 183 △15.6

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6月期 20.18 ―
20年6月期 20.99 ―

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6月期 14,634 2,127 14.5 243.80
20年6月期 14,184 1,999 14.1 228.35

（参考） 自己資本 21年6月期  2,127百万円 20年6月期  1,999百万円

2.  22年6月期の個別業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30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 
上記の業績は、現時点における事業環境に基づくものであり、実際の業績は今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。なお、上
記予想に関する事項は添付資料の４ページ「１．経営成績 （1）経営成績に関する分析 (次期の見通し)」をご参照ください。 

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

8,000 △12.8 130 △14.2 70 13.1 50 55.3 5.73

通期 15,800 △5.8 250 △14.5 200 1.7 100 △43.2 11.45

－ 2 －



(1）経営成績に関する分析 

  当連結会計年度におけるわが国経済は、昨年秋からの世界的な金融危機の影響から景気後退が続いており、設備投

資の凍結や先送り等の動きが広がっております。また、個人消費についても、消費者心理の冷え込みから、足踏み感

が続いております。 

  当社グループの主要な営業基盤である長野県経済も、景気対策などにより公共投資は若干増加したものの、製造業

においては、生産調整、雇用調整が続き、企業収益環境は厳しい状況で推移しました。 

  一方、海外事業を展開している中国経済は、世界金融危機後の中央政府による速やかな対策が効果を上げて、内需

は落ち込まず前年比プラスで推移しました。自動車販売が好調で主要道路の渋滞が増し、その解消のために交差点の

立体化工事が進められています。金融緩和策によるマンション建設も活発で、生コン需要が増加している地区もあり

ます。 

  このような経済環境のなかにあって、当社グループは、コスト削減を徹底し、積極的な営業努力と生産体制の効率

化に努めてまいりました。 

 この結果、当連結会計年度の実績につきましては、連結売上高38,013百万円（前期比3.8％減）、連結営業利益384

百万円（前期比14.1％減）、連結経常利益312百万円（前期比20.1％減）、連結当期純利益226百万円（前期比3.2％

増）となりました。セグメント別の状況は、次のとおりであります。 

  

（事業の種類別セグメントの業績の状況） 

① 建設資材事業 

 国内の建設資材事業では、公共工事並びに民間工事の減少などが続いておりますが、長野県北信地区並びに

新潟県上越地区での高速道路工事、新幹線工事、火力発電関連工事により増収増益となりました。一方中国市

場においては、景気対策等の効果で増収となりました。 

 この結果、建設資材事業の売上高は9,275百万円（前期比8.9％増）、営業利益は314百万円（前期比35.2％

増）となりました。 

② 電設資材事業 

 電設資材事業では、住宅市場の冷え込み、大型建築物件の先送り等の影響で減収減益となりました。 

 この結果、電設資材事業の売上高は18,665百万円（前期比5.1％減）、営業損失28百万円（前期は101百万円

の営業利益）となりました。 

③ 石油・オート事業 

 石油部門では、原油価格の低下で販売単価も下がりましたが、需要の低迷が続いています。そうしたなか、

新規顧客の開拓に注力すると共に、原価低減に取組み、減収増益となりました。オート部門は、自動車販売、

車輌整備とも景気低迷により需要が減退しており、減収減益となりました。 

 この結果、石油・オート事業の売上高は5,768百万円（前期比9.1％減）、営業利益は84百万円（前期は17百

万円の営業損失）となりました。 

④ 請負工事事業 

 請負工事事業では、民間工事へシフト、リニューアル部門の拡大を進めてきましたが、工事量の減少、価格

競争の激化が一層進み、減収減益となりました。 

 この結果、請負工事事業の売上高は1,253百万円（前期比23.6％減）、営業利益は1百万円（前期比74.2％

減）となりました。 

⑤ 不動産事業 

 不動産事業では、販売環境の悪化により、売買物件の取扱いが減少し減収減益となりました。 

 この結果、不動産事業の売上高は501百万円（前期比40.4％減）、営業利益は94百万円（前期比46.1％減）と

なりました。 

⑥ その他事業 

 農産物部門では、きのこ加工、農業資材事業の販売が順調に推移し増収となったものの、高原野菜の価格低

迷により減益となりました。運送部門では、燃料価格高騰、景気の急激な悪化等がありましたが、稼動率のア

ップ及びコスト削減により増収増益となりました。農業用機械製造販売部門では、計画していた液体菌接種装

置の販売が先送りになる等により、減収減益となりました。 

 この結果、その他事業の売上高は2,548百万円（前期比1.9％増）、営業損失16百万円（前期は29百万円の営

業利益）となりました。 

１．経営成績
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（次期の見通し） 

 次期の見通しにつきましては、一部の業種においては景況感の改善が見られるものの、企業収益の悪化から設備投

資も低迷しており、個人消費回復も弱く、依然厳しい経営環境が続くものと予測されます。 

 こうしたなか、当社グループにおきましては、経営資源の効率的な活用と、生産性の向上を追及することにより、

安定収益の確保を図ってまいります。 

 また、引き続き、キャッシュ・フロー重視の経営により、強固な経営基盤の構築を目指してまいります。 

 こうした状況を勘案した次期の業績につきましては、連結売上高は36,900百万円、営業利益は400百万円、経常利

益は330百万円、当期利益は130百万円となる見通しであります。 

  

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

（資産の部） 

 当連結会計年度の総資産の合計は、現金及び預金、受取手形及び売掛金、商品及び製品の流動資産が減少しました

が、土地、リース資産等の固定資産が増加したことにより、前連結会計年度より87百万円（前期比0.4％）増加し、

23,429百万円となりました。 

（負債及び純資産の部） 

 当連結会計年度の負債の合計は、短期借入金、リース債務が増加しましたが、支払手形及び買掛金、長期借入金が

減少したことにより、前連結会計年度より59百万円（前年比0.3％）減少し、18,096百万円となりました。 

 当連結会計年度の純資産の合計は、主に利益剰余金の増加により、前連結会計年度より146百万円（前年比2.8％）

増加し、5,332百円となりました。  

 ②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ280百万円（前期比24.3％）減少し、当連結会計年度末には876百万円となりました。 

 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） 

 当連結会計年度において、営業活動の結果得られた資金は741百万円（前期比42.2％減）となりました。これは主

に税金等調整前当期純利益293百万円、減価償却費600百万円を計上し、売上債権が463百万円減少したことによるも

のであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度において、投資活動の結果使用した資金は519百万円（前期比5.6％減）となりました。これは主に

出資金の払込による支出125百万円、有形固定資産の取得による支出393百万円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） 

 当連結会計年度において、財務活動の結果使用した資金は505百万円（前期比38.8％減）となりました。これは主

に短期借入金の純増額316百万円、長期借入れによる収入2,913百万円、長期借入金の返済による支出3,544百万円に

よるものであります。 

(参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

自己資本比率：自己資本／総資本 

時価ベ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／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務諸表により計算しております。 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

※営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを利用してお

り、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おり

  平成18年６月期 平成19年６月期 平成20年６月期 平成21年６月期 

自己資本比率（％） 19.0 19.0  20.4 21.0

時価ベースの自己資本比率（％） 10.5 9.3  8.8 6.9

キャッシュ・フロー対有利子負債比率

（年） 
23.6     ―  8.9 15.6

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍） 
1.8     ―  4.0 2.6
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ます。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

※平成19年６月期は営業キャッシュ・フローがマイナスのため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタ

レスト・カバレッジ・レシオは、「―」で表示しております。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社グループは、利益配当金による株主への利益還元を 重要施策の一つと位置づけ、財務体質の強化と内部留保

の蓄積を図り、安定的な配当の継続と業績に応じた利益配分を積極的に果たしていくことを基本方針としておりま

す。 

 内部留保金につきましては、会社が将来発展するための原資として、また、業務の一層の効率化を進めるための生

産設備の充実・拠点の新設、人材育成・社員教育といった社内体制に充当することにより、経営基盤の確立を進めて

まいります。  

 上記方針に基づき、平成21年６月期の配当金につきましては、１株につき２円50銭を予定しております。 

 次期の配当につきましては、期末配当２円50銭を予定しております。 
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  近の有価証券報告書（平成20年９月29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。 

   

(1）会社の経営の基本方針  

  平成20年６月期決算短信（平成20年８月18日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略

します。 

  当該開示資料は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

 （当社ホームページ） 

  http://www.kk-takamisawa.co.jp/ 

 （ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ 」検索ページ）） 

  http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 

  

(2）目標とする経営指標 

同 上     

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

同 上  

  

(4）会社の対処すべき課題 

同 上  

  

２．企業集団の状況

３．経営方針
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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６月30日) 

当連結会計年度 
(平成21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※4  1,569 ※4  1,311

受取手形及び売掛金 ※4  7,422 ※4  6,894

たな卸資産 ※4  1,718 －

商品及び製品 － 1,223

仕掛品 － 159

原材料及び貯蔵品 － 157

繰延税金資産 261 221

その他 579 787

貸倒引当金 △134 △76

流動資産合計 11,417 10,678

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※4  7,353 ※4  7,363

減価償却累計額 △4,536 △4,715

建物及び構築物（純額） ※4  2,816 ※4  2,647

機械装置及び運搬具 4,554 4,522

減価償却累計額 △3,684 △3,632

機械装置及び運搬具（純額） 870 889

土地 ※4, ※5  5,879 ※4, ※5, ※6  6,195

リース資産 － 569

減価償却累計額 － △170

リース資産（純額） － 399

建設仮勘定 184 251

その他 1,399 1,430

減価償却累計額 △1,289 △1,295

その他（純額） 109 134

有形固定資産合計 9,860 10,517

無形固定資産 ※4  187 ※4  219

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1, ※4  343 ※1, ※4  283

敷金及び保証金 394 －

破産更生債権等 577 －

繰延税金資産 136 195

その他 ※1  1,200 ※1  2,329

貸倒引当金 △775 △794

投資その他の資産合計 1,876 2,013

固定資産合計 11,924 12,751

資産合計 23,342 23,429
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(平成21年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※4  3,778 ※4  3,571

短期借入金 ※4  6,834 ※4  7,089

リース債務 － 173

未払法人税等 26 34

賞与引当金 65 160

その他 789 723

流動負債合計 11,495 11,753

固定負債   

社債 － 50

長期借入金 ※4  4,546 ※4  3,974

リース債務 － 257

再評価に係る繰延税金負債 ※5  517 ※5  517

退職給付引当金 1,275 1,261

役員退職慰労引当金 147 154

負ののれん 28 －

その他 146 127

固定負債合計 6,661 6,342

負債合計 18,156 18,096

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,264 1,264

利益剰余金 3,401 3,606

自己株式 △7 △13

株主資本合計 4,658 4,857

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 49 19

土地再評価差額金 ※5  △52 ※5  △52

為替換算調整勘定 116 96

評価・換算差額等合計 113 63

少数株主持分 414 411

純資産合計 5,186 5,332

負債純資産合計 23,342 23,429
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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７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 39,523 38,013

売上原価 33,841 32,530

売上総利益 5,682 5,482

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 397 －

貸倒引当金繰入額 42 －

役員報酬 186 －

給料及び賞与 2,301 2,212

賞与引当金繰入額 63 125

退職給付費用 170 171

役員退職慰労引当金繰入額 24 23

法定福利費 298 －

賃借料 247 －

減価償却費 162 －

その他 1,339 2,564

販売費及び一般管理費合計 ※4  5,234 ※4  5,098

営業利益 447 384

営業外収益   

受取利息 7 7

受取配当金 － 4

負ののれん償却額 28 28

持分法による投資利益 13 25

仕入割引 123 119

不動産賃貸料 49 53

その他 74 50

営業外収益合計 296 289

営業外費用   

支払利息 302 291

為替差損 － 34

その他 51 36

営業外費用合計 353 361

経常利益 390 312
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

特別利益   

固定資産売却益 ※1  3 ※1  11

貸倒引当金戻入額 8 13

その他 2 0

特別利益合計 14 25

特別損失   

固定資産売却損 ※2  0 ※2  2

固定資産除却損 ※3  15 ※3  13

貸倒引当金繰入額 4 －

投資有価証券評価損 14 20

環境対策費 － 5

その他 11 1

特別損失合計 46 43

税金等調整前当期純利益 358 293

法人税、住民税及び事業税 64 60

法人税等調整額 59 △15

法人税等合計 123 45

少数株主利益 15 21

当期純利益 219 226
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（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７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,264 1,264

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,264 1,264

利益剰余金   

前期末残高 3,204 3,401

当期変動額   

剰余金の配当 △21 △21

当期純利益 219 226

当期変動額合計 197 204

当期末残高 3,401 3,606

自己株式   

前期末残高 △6 △7

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △5

当期変動額合計 △0 △5

当期末残高 △7 △13

株主資本合計   

前期末残高 4,461 4,658

当期変動額   

剰余金の配当 △21 △21

当期純利益 219 226

自己株式の取得 △0 △5

当期変動額合計 196 199

当期末残高 4,658 4,857

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 94 49

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △45 △30

当期変動額合計 △45 △30

当期末残高 49 19

土地再評価差額金   

前期末残高 △52 △52

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △52 △52
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

為替換算調整勘定   

前期末残高 158 116

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △41 △19

当期変動額合計 △41 △19

当期末残高 116 96

評価・換算差額等合計   

前期末残高 200 113

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △86 △50

当期変動額合計 △86 △50

当期末残高 113 63

少数株主持分   

前期末残高 428 414

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △14 △2

当期変動額合計 △14 △2

当期末残高 414 411

純資産合計   

前期末残高 5,090 5,186

当期変動額   

剰余金の配当 △21 △21

当期純利益 219 226

自己株式の取得 △0 △5

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △101 △52

当期変動額合計 95 146

当期末残高 5,186 5,332
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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７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21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 358 293

減価償却費 459 600

貸倒引当金の増減額（△は減少） △77 △33

退職給付引当金の増減額（△は減少） △69 △14

賞与引当金の増減額（△は減少） △0 94

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 20 7

受取利息及び受取配当金 △13 △12

負ののれん償却額 △28 △28

支払利息 302 291

固定資産売却益 △3 －

固定資産売却損 0 －

固定資産売却損益（△は益） － △8

固定資産除却損 15 13

投資有価証券評価損益（△は益） － 20

為替差損益（△は益） － 29

持分法による投資損益（△は益） － △25

売上債権の増減額（△は増加） 833 463

たな卸資産の増減額（△は増加） 107 △8

破産更生債権等の増減額（△は増加） 109 △48

敷金及び保証金の増減額（△は増加） △21 －

仕入債務の増減額（△は減少） △318 △196

前受金の増減額（△は減少） 37 －

未払金の増減額（△は減少） △11 －

その他の流動資産の増減額（△は増加） － △219

その他の流動負債の増減額（△は減少） － △150

その他 △36 0

小計 1,663 1,069

利息及び配当金の受取額 47 13

利息の支払額 △320 △286

法人税等の支払額 △108 △55

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,281 741

投資活動によるキャッシュ・フロー   

出資金の払込による支出 － △125

有形固定資産の取得による支出 △548 △393

有形固定資産の売却による収入 20 19

無形固定資産の取得による支出 － △17

投資有価証券の取得による支出 △0 －

貸付けによる支出 △9 △13

貸付金の回収による収入 16 26

定期預金の預入による支出 △46 △81

定期預金の払戻による収入 22 58

長期立替金の支払いによる支出 △10 －

会員資格保証金の返還による収入 24 －

その他 △18 7

投資活動によるキャッシュ・フロー △550 △519
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

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） △656 316

長期借入れによる収入 1,320 2,913

長期借入金の返済による支出 △1,459 △3,544

社債の発行による収入 － 50

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △212

配当金の支払額 △21 △21

少数株主への配当金の支払額 △6 △0

その他 △2 △6

財務活動によるキャッシュ・フロー △826 △505

現金及び現金同等物に係る換算差額 2 2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △92 △280

現金及び現金同等物の期首残高 1,249 1,156

現金及び現金同等物の期末残高 ※  1,156 ※  876
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 該当事項はありません。 

  

  

（５）継続企業の前提に関する注記

（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７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

１ 連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数  ６社 

連結子会社の名称 

昭和電機産業株式会社 

直江津臨港生コン株式会社 

烟台高見澤混凝土有限公司 

淄博高見澤混凝土有限公司 

オギワラ精機株式会社 

株式会社アグリトライ 

────────  

１ 連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社の数  ６社 

連結子会社の名称 

昭和電機産業株式会社 

直江津臨港生コン株式会社 

烟台高見澤混凝土有限公司 

淄博高見澤混凝土有限公司 

オギワラ精機株式会社 

株式会社アグリトライ 

(2）非連結子会社の名称等 

非連結子会社 

淄博高見澤建築材料技術咨詢有限公司 

 （連結の範囲から除いた理由） 

 財務及び営業又は事業の方針を決定する機関（株主

総会その他これに準ずる機関をいう。）に対する支配

が一時的であるため。  

２ 持分法の適用に関する事項 

(1）持分法適用の関連会社の数  １社 

会社の名称 

山東建澤混凝土有限公司 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1）持分法適用の関連会社の数 

同左 

(2）持分法を適用しない関連会社の名称 

テレビ北信ケーブルビジョン株式会社 

(2）持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名

称 

淄博高見澤建築材料技術咨詢有限公司（非連結子

会社） 

テレビ北信ケーブルビジョン株式会社（関連会

社） 

持分法を適用しない理由 

 持分法非適用会社は、当期純損益及び利益剰余金

等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重

要性がないため、持分法の適用から除外しておりま

す。 

持分法を適用しない理由 

 非連結子会社は、財務及び営業又は事業の方針を

決定する機関（株主総会その他これに準ずる機関を

いう。）に対する支配が一時的であるため。持分法

非適用会社は、当期純損益及び利益剰余金等に及ぼ

す影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がな

いため、持分法の適用から除外しております。 

(3）持分法適用会社である山東建澤混凝土有限公司の決

算日は12月31日でありますが、４月30日を仮決算日と

した決算を行い持分法を適用しております。 

(3）持分法適用会社である山東建澤混凝土有限公司の決

算日は12月31日でありますが、３月31日を仮決算日

とした決算を行い持分法を適用しております。これ

は、四半期報告制度の導入に伴い、連結手続きの円

滑化を目的としており、当連結会計年度は平成20年

５月１日から平成21年３月31日までの11か月間とな

ります。          

３ 連結子会社の事業年度に関する事項 

 在外子会社である烟台高見澤混凝土有限公司及び淄博

高見澤混凝土有限公司の決算日は12月31日であり、連結

財務諸表の作成に当たって４月30日を仮決算日とした決

算を行っております。 

３ 連結子会社の事業年度に関する事項 

 在外子会社である烟台高見澤混凝土有限公司及び淄博

高見澤混凝土有限公司の決算日は12月31日であり、連結

財務諸表の作成に当たって３月31日を仮決算日とした決

算を行っております。これは、四半期報告制度の導入に
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前連結会計年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

 なお、連結決算日との間に生じた重要な取引に関して

は連結決算上必要な調整を行っております。 

 また、国内連結子会社である株式会社アグリトライは

当連結会計年度において決算期変更を行い決算日を６月

30日にしたため、当連結財務諸表上、平成19年４月１日

から平成20年６月30日までの財務諸表を使用しておりま

す。 

 その他の連結子会社の決算日は連結決算日と一致して

おります。 

伴い、連結手続きの円滑化を目的としており、当連結会

計年度は平成20年５月１日から平成21年３月31日までの

11か月間となります。 

 なお、連結決算日との間に生じた重要な取引に関して

は連結決算上必要な調整を行っております。 

 その他の連結子会社の決算日は連結決算日と一致して

おります。 

  

４ 会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算末日の市場価格等に基づく時価法 

（評価差額は部分純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定） 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

② たな卸資産 

主として、総平均法による原価法 

② たな卸資産 

 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、収益性の低下による簿価切下げ

の方法により算定）を採用しております。  

（会計方針の変更）  

 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 第９号 平成18年

７月５日公表分）を適用しております。 

 これによる影響額はありません。  

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

当社及び国内連結子会社 

 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物及び構築物   10年～50年 

機械装置及び運搬具 ５年～13年 

建物   

平成10年３月31日以前に取得した

もの 
旧定率法

平成10年４月１日から平成19年３

月31日までに取得したもの 
旧定額法

平成19年４月１日以降に取得した

もの 
定額法

建物以外  

平成19年３月31日以前に取得した

もの 
旧定率法

平成19年４月１日以降に取得した

もの 
定率法

在外子会社 定額法

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

当社及び国内連結子会社  

 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物及び構築物   10年～50年  

機械装置及び運搬具 ５年～15年  

建物   

平成10年３月31日以前に取得した

もの 
旧定率法

平成10年４月１日から平成19年３

月31日までに取得したもの 
旧定額法

平成19年４月１日以降に取得した

もの 
定額法

建物以外  

平成19年３月31日以前に取得した

もの 
旧定率法

平成19年４月１日以降に取得した

もの 
定率法

在外子会社 定額法
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前連結会計年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

  （追加情報） 

 当社は、主な有形固定資産の利用状況を見直した

結果、従来使用していた耐用年数と経済的使用可能

年数との乖離が大きくなっていることが明らかにな

ったため、当連結会計年度より耐用年数の変更を行

っております。この変更により、従来と同様の方法

によった場合と比較して、当連結会計年度の営業利

益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は、それ

ぞれ23百万円増加しております。 

 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 無形固定資産 

 定額法によっております。 

 ただし、自社利用のソフトウェアについては、社

内における利用可能期間（５年）に基づく定額法 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  

   

────────  

  

  

③ 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

定額法によっております。  

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、当社及び

国内連結子会社において、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。 

 なお、在外連結子会社は、個別に債権の回収可能

性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

② 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額基

準により計上しております。 

② 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の

当連結会計年度負担額を計上しております。 

③ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当連結会計年度末において発生していると認

められる額を計上しております。 

 数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均

残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法

により、発生の翌連結会計年度から費用処理するこ

ととしております。 

③ 退職給付引当金 

同左 

④ 役員退職慰労引当金 

 当社及び連結子会社２社（昭和電機産業株式会社

及びオギワラ精機株式会社）は役員の退職慰労金の

支出に備えるため、内規による期末要支給額を計上

しております。 

④ 役員退職慰労引当金 

同左 
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前連結会計年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の

基準 

 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており

ます。なお、在外子会社等の資産及び負債は、決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は

期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産

の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含

めております。 

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の

基準 

同左 

(5）重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・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によって

おります。 

──────── 

(6）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては、特例処理の要件を満た

しているため、特例処理を採用しております。 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

（ヘッジ手段） 

金利スワップ 

（ヘッジ対象） 

借入金の利息 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

③ ヘッジ方針 

 当社グループは、借入金の金利変動リスクを回避

する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ

対象の識別は個別契約毎に行っております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップについては、特例処理の要件を満た

しているため、有効性の判定を省略しております。

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用しております。 

(6）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

同左 

② 連結納税制度の適用 

 連結納税制度を適用しております。 

② 連結納税制度の適用 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価方法は部分時価法に

よっております。 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 

６ 負ののれんの償却に関する事項 

 負ののれんは５年間で均等償却しております。 

６ 負ののれんの償却に関する事項 

同左 

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及

び現金同等物）は、手許現金、要求払預金及び容易に換

金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３か月以内に償還期限の到来す

る流動性の高い短期投資からなっております。 

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 
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（７）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

前連結会計年度 
（自 平成19年７月１日 

    至 平成20年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年７月１日 

    至 平成21年６月30日） 

────────   （リース取引に関する会計基準）  

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「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 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 終改正平成19年３月30日 企業会計

基準適用指針第16号）を当連結会計年度から通常の売買

取引に係る会計処理によっております。 

 なお、リース取引開始日が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、前連結会

計年度末における未経過リース料期末残高相当額（利息

相当額控除後）を取得価額とし、期首に取得したものと

してリース資産に計上する方法によっております。  

  これにより、営業利益は17百万円増加しております。

 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。  

 ────────    （連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い）  

 当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在

外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応

報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上

必要な修正を行っております。 

 これによる影響額はありません。   

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

──────── （連結貸借対照表）  

  １．「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）が適用となることに伴い、前連結会計

年度において、「たな卸資産」に含めて表示しておりま

した「商品及び製品」（前連結会計年度1,452百万円）

「仕掛品」（前連結会計年度111百万円）「原材料及び

貯蔵品」（前連結会計年度154百万円）は当連結会計年

度より区別掲記しております。 

２．前連結会計年度まで区分掲記していた「敷金及び保

証金」（当連結会計年度391百万円）「破産更生債権

等」（当連結会計年度620百万円）は、重要性が乏しく

なったため、当連結会計年度より投資その他の資産の

「その他」として表示しております。  
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前連結会計年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

──────── （連結損益計算書） 

１．前連結会計年度まで区分掲記していた「荷造運搬

費」（当連結会計年度402百万円）「役員報酬」（当連

結会計年度183百万円）「法定福利費」（当連結会計年

度324百万円）「賃借料」（当連結会計年度89百万円）

「減価償却費」（当連結会計年度301百万円）は、重要

性が乏しくなったため、当連結会計年度より販売費及び

一般管理費の「その他」として表示しております。 

２．前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含め

て表示しておりました「受取配当金」（前連結会計年度

５百万円）は当連結会計年度より区分掲記しておりま

す。  

──────── （連結キャッシュ・フロー計算書） 

１．前連結会計年度において、「固定資産売却益」（当

連結会計年度△11百万円）「固定資産売却損」（当連結

会計年度２百万円）として掲記していたものは、ＥＤＩ

ＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い連結財務諸表の比較可能

性を向上するため、当連結会計年度より営業活動による

キャッシュ・フローの「固定資産売却損益（△は益）」

として表示しております。 

２．前連結会計年度まで区分掲記していた「敷金及び保

証金の増減額（△は増加）」（当連結会計年度２百万

円）は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度よ

り営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」とし

て表示しております。 

３．前連結会計年度まで区分掲記していた「前受金の増

減額（△は減少）」（当期連結会計年度△38百万円）

「未払金の増減額（△は減少）」（当連結会計年度

△109百万円）は、重要性が乏しくなったため、当連結

会計年度より営業活動によるキャッシュ・フローの「そ

の他流動負債の増減額（△減少）」として表示しており

ます。 

４．前連結会計年度まで区分掲記していた「投資有価証

券の取得による支出」（当期連結会計年度△０百万円）

は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より投

資活動によるキャッシュ・フローの「その他」として表

示しております。 

５．前連結会計年度まで営業活動によるキャッシュ・フ

ローの「その他」に含めて表示しておりました「投資有

価証券評価損益（△は益）」（前連結会計年度14百万

円）「為替差損益（△は益）」（前連結会計年度７百万

円）「持分法による投資損益（△は益）」（前連結会計

年度△13百万円）は、重要性が増したため、当連結会計

年度より区分掲記しております。 

６．前連結会計年度まで投資活動によるキャッシュ・フ

ローの「その他」に含めて表示しておりました「無形固

定資産の取得による支出」（前連結会計年度△10百万

円）は、重要性が増したため、当連結会計年度より区分

掲記しております。 
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（８）連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成20年６月30日） 

当連結会計年度 
（平成21年６月30日） 

※１ 関係会社に対するものが次のとおり含まれておりま

す。 

※１ 非連結子会社及び関係会社に対するものが次のとお

り含まれております。 

投資有価証券 百万円12

投資その他の資産 

「その他」（出資金） 
百万円194

投資有価証券（株式） 百万円12

投資その他の資産 

「その他」（出資金） 
百万円337

２ 偶発債務 

 下記のとおり債務保証を行っております。 

２ 偶発債務 

 下記のとおり債務保証を行っております。 

被保証人名 保証内容 
保証額 

（百万円） 

㈲エコ・プラニング 銀行借入金  149

信州生コン㈱ 銀行借入金  38

計 ―  187

被保証人名 保証内容 
保証額 

（百万円） 

㈲エコ・プラニング 銀行借入金  143

信州生コン㈱ 銀行借入金  30

計 ―  173

 （注） 信州生コン㈱への債務保証は株主９社の連帯保

証であります。 

 （注） 信州生コン㈱への債務保証は株主９社の連帯保

証であります。 

３ 手形割引高及び裏書譲渡高 ３ 手形割引高及び裏書譲渡高 

受取手形割引高 百万円36

受取手形裏書譲渡高 百万円1,545

受取手形裏書譲渡高 百万円1,279

※４ 担保に供している資産 ※４ 担保資産及び担保付債務 

  担保資産  

現金及び預金 百万円329

受取手形及び売掛金 百万円774

たな卸資産 百万円186

建物及び構築物 百万円1,752

土地 百万円4,898

無形固定資産 百万円17

投資有価証券 百万円262

計 百万円8,220

現金及び預金 百万円333

受取手形及び売掛金 百万円701

建物及び構築物 百万円1,654

土地 百万円5,035

無形固定資産 百万円6

投資有価証券 百万円219

計 百万円7,951

担保権によって担保されている債務 担保付債務 

支払手形及び買掛金 百万円189

短期借入金 百万円5,375

長期借入金 百万円4,477

計 百万円10,043

支払手形及び買掛金 百万円197

短期借入金 百万円6,929

長期借入金 百万円3,926

計 百万円11,053

 （注） なお、公共工事履行契約についての金融機関保

証９百万円に対し、現金及び預金50百万円を担

保に供しております。 

 （注） なお、公共工事履行契約についての金融機関保

証７百万円に対し、現金及び預金50百万円を担

保に供しております。 
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前連結会計年度 
（平成20年６月30日） 

当連結会計年度 
（平成21年６月30日） 

※５ 土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行っ

ております。 

 再評価の方法は、土地の再評価に関する法律施行令

（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号

によるところの地価税計算のために公表された価額に

合理的な調整を行う方法としております。 

 再評価差額のうち税効果相当額を負債の部の固定負

債に「再評価に係る繰延税金負債」として、その他の

金額を純資産の部に「土地再評価差額金」として計上

しております。 

※５ 土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行っ

ております。 

 再評価の方法は、土地の再評価に関する法律施行令

（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号

によるところの地価税計算のために公表された価額に

合理的な調整を行う方法としております。 

 再評価差額のうち税効果相当額を負債の部の固定負

債に「再評価に係る繰延税金負債」として、その他の

金額を純資産の部に「土地再評価差額金」として計上

しております。 

再評価を行った年月日 平成12年６月30日

再評価を行った土地の期末

における時価と再評価後の

帳簿価額との差額 

百万円△1,316

再評価を行った年月日 平成12年６月30日

再評価を行った土地の期末

における時価と再評価後の

帳簿価額との差額 

百万円△1,351

────────  ※６ 販売用不動産から固定資産への保有目的の変更 

  

用 途 種 類 場 所 
帳簿価格 

（百万円）

不動産事業

賃貸不動産
土 地 長野県長野市 186

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

※１ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※１ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物 百万円0

機械装置及び運搬具 百万円2

土地 百万円0

計 百万円3

建物及び構築物 百万円7

機械装置及び運搬具 百万円2

投資その他の資産「その他」 百万円0

計 百万円11

※２ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 ※２ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物 百万円0

機械装置及び運搬具 百万円0

計 百万円0

建物及び構築物 百万円2

機械装置及び運搬具 百万円0

有形固定資産「その他」 百万円0

計 百万円2

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物 百万円9

機械装置及び運搬具 百万円3

その他 百万円1

無形固定資産 百万円0

計 百万円15

建物及び構築物 百万円1

機械装置及び運搬具 百万円10

有形固定資産「その他」 百万円1

投資その他の資産「その他」 百万円0

計 百万円13

※４ 一般管理費に含まれる研究開発費は、48百万円であ

ります。 

※４ 一般管理費に含まれる研究開発費は、49百万円であ

ります。 
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前連結会計年度（自 平成19年７月１日 至 平成20年６月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

  

２ 自己株式に関する事項 

（変動事由の概要） 

 増加数の内訳は次のとおりであります。 

単元未満株式の買取りによる増加     株 

  

３ 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

(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 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

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）  8,792,000  ―  ―  8,792,000

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）  33,580  3,717  ―  37,297

3,717

  
（決議） 

株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日 

平成19年９月26日 

定時株主総会 
普通株式 百万円 21 ２円50銭 平成19年６月30日 平成19年９月27日

  
（決議） 

株式の種類 配当金の原資 配当金の総額
１株当たり 
配当額 

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 百万円 21 ２円50銭 平成20年６月30日 平成20年９月29日
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当連結会計年度（自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

  

２ 自己株式に関する事項 

（変動事由の概要） 

 増加数の内訳は次のとおりであります。 

単元未満株式の買取りによる増加     株 

  

３ 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

(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 

  

  

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）  8,792,000  ―  ―  8,792,000

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）  37,297  27,767  ―  65,064

27,767

  
（決議） 

株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 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 百万円 21  ２円50銭 平成20年６月30日 平成20年９月29日

  
（決議予定） 

株式の種類 配当金の原資 配当金の総額
１株当たり 
配当額 

基準日 効力発生日 

平成21年９月28日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 百万円 21  ２円50銭 平成21年６月30日 平成21年９月29日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 百万円1,569

預入期間が３か月を超える 

定期預金 
百万円△412

現金及び現金同等物 百万円1,156

現金及び預金勘定 百万円1,311

預入期間が３か月を超える 

定期預金 
百万円△435

現金及び現金同等物 百万円876
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 （注）１ 事業区分は製品・商品の種類・性質及び販売方法の類似性を考慮し、建設資材事業、電設資材事業、石油・

オート事業、請負工事事業、不動産事業、その他事業に区分しております。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  

前連結会計年度
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

建設資材
事業 

（百万円）

電設資材 
事業 

（百万円） 

石油・
オート事業
（百万円）

請負工事
事業 

（百万円）

不動産事業
（百万円）

その他事業
（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ 売上高                   

(1）外部顧客に対す

る売上高 
8,521  19,674 6,345 1,639 840 2,502  39,523 ― 39,523

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

140  10 339 43 27 212  773 ( )773 ―

計 8,662  19,684 6,684 1,683 868 2,714  40,297 ( )773 39,523

営業費用 8,429  19,582 6,702 1,677 692 2,685  39,770 ( )694 39,076

営業利益又は営業

損失（△） 
232  101 △17 6 175 29  526 ( )79 447

Ⅱ 資産、減価償却

費、資本的支出 
                 

資産 6,673  8,551 1,635 469 1,463 2,671  21,464 1,877 23,342

減価償却費 262  51 34 4 19 70  443 16 459

資本的支出 330  226 32 0 6 22  620 13 633

  

当連結会計年度
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

建設資材
事業 

（百万円）

電設資材 
事業 

（百万円） 

石油・
オート事業
（百万円）

請負工事
事業 

（百万円）

不動産事業
（百万円）

その他事業
（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ 売上高                   

(1）外部顧客に対す

る売上高 
9,275  18,665 5,768 1,253 501 2,548  38,013     ― 38,013

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

45  15 288 72 28 279  729 ( )729     ―

計 9,320  18,680 6,056 1,326 529 2,828  38,742 ( )729 38,013

営業費用 9,006  18,708 5,971 1,324 435 2,844  38,292 ( )663 37,628

営業利益又は営業

損失（△） 
314  △28 84 1 94 △16  450 ( )66 384

Ⅱ 資産、減価償却

費、資本的支出 
                  

資産 7,038  8,220 1,407 631 2,167 2,118  21,583 1,846 23,429

減価償却費 262  98 64 10 21 114  572 28 600

資本的支出 257  173 6     ― 15 55  509 18 527
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２ 各事業区分に属する主要内容 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は前連結会計年度97百万円、当連結会

計年度73百万円であり、その主なものは、親会社の総務経理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は前連結会計年度2,066百万円、当連結会計年度

2,017百万円であり、その主なものは、親会社本社の長期投資資金及び管理部門に係る資産等であります。 

５ 減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用とその償却額が含まれております。 

６ （追加情報）に記載のとおり、当連結会計年度から株式会社高見澤の主な有形固定資産の耐用年数の見直し

を行っております。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べて、営業利益は建設資材事業で15百万

円、石油・オート事業で２百万円それぞれ増加し、営業損失はその他事業で５百万円減少しております。 

７ 会計方針の変更 

（リース取引に関する会計基準） 

「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」に記載のとおり、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５年６月17日 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 

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、営業利益は建設資材事業で４百万円、石油・オート事業で２百万円、請負工事

事業で１百万円及び不動産事業で０百万円それぞれ増加し、営業損失は電設資材事業で２百万円、その他事

業で５百万円それぞれ減少しております。  

  

前連結会計年度（自平成19年７月１日 至平成20年６月30日） 

 全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合がいずれも90％

を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

当連結会計年度（自平成20年７月１日 至平成21年６月30日） 

 全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合がいずれも90％

を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

前連結会計年度（自平成19年７月１日 至平成20年６月30日） 

 海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

当連結会計年度（自平成20年７月１日 至平成21年６月30日） 

 海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

 リース取引、関連当事者との取引、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

ン等に関する注記事項については、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

ております。 

建設資材事業 ……… コンクリート二次製品、生コンクリート・砂利・砂の製造販売、セメント他

建設資材の販売 

電設資材事業 ……… 電設資材、産業機器、空調システム等の販売 

石油・オート事業 ……… 石油製品の販売、自動車の販売・整備 

請負工事事業 

不動産事業 

……… 

……… 

土木建築の請負、建築工事 

不動産売買・媒介及び管理 

その他事業 ……… 貨物自動車運送、一般廃棄物・産業廃棄物の処理処分とその収集運搬事業、

青果物の販売、肥料の販売、食品加工品の製造販売、コーンコブの輸入販

売、損害保険代理業務、ゴルフ練習場の経営、ミネラルウォーターの製造販

売、農業用機械の製造販売 

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

（開示の省略）
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 （注） １株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

  

１株当たり純資産額 

  

１株当たり当期純利益 

  

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

１株当たり純資産額 円545.04

１株当たり当期純利益 円25.05

１株当たり純資産額 円563.88

１株当たり当期純利益 円25.93

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式がないため、記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式がないため、記載しておりません。 

  
前連結会計年度末 

（平成20年６月30日） 
当連結会計年度末 

（平成21年６月30日） 

純資産の部の合計額（百万円）  5,186  5,332

純資産の部の合計額から控除する金額 

（百万円） 
 414  411

（うち少数株主持分） ( ) 414 ( ) 411

普通株式に係る期末の純資産額（百万円）  4,771  4,920

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の

普通株式の数（株） 
 8,754,703  8,726,936

  
前連結会計年度 

（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

連結損益計算書上の当期純利益（百万円）  219  226

普通株主に帰属しない金額（百万円）  ─  ─

普通株式に係る当期純利益（百万円）  219  226

普通株式の期中平均株式数（株）  8,756,270  8,733,596

（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

 該当事項はありません。  該当事項はありません。 
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年６月30日) 

当事業年度 
(平成21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※1  645 ※1  620

受取手形 ※1, ※3  916 ※1  824

売掛金 ※3  1,479 1,562

商品 215 －

販売用不動産 ※1  222 －

製品 476 －

商品及び製品 － 702

仕掛品 3 149

未成工事支出金 100 －

原材料 46 －

貯蔵品 25 －

原材料及び貯蔵品 － 73

前渡金 4 10

前払費用 65 48

繰延税金資産 220 174

未収入金 ※3  455 ※3  445

その他 ※3  23 29

貸倒引当金 △31 △22

流動資産合計 4,869 4,619

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  4,433 ※1  4,448

減価償却累計額 △2,883 △2,974

建物（純額） ※1  1,549 ※1  1,473

構築物 1,164 1,168

減価償却累計額 △890 △914

構築物（純額） 273 254

機械及び装置 2,643 2,693

減価償却累計額 △2,349 △2,300

機械及び装置（純額） 293 392

車両運搬具 418 444

減価償却累計額 △377 △390

車両運搬具（純額） 40 54

工具、器具及び備品 1,328 1,361

減価償却累計額 △1,233 △1,242

工具、器具及び備品（純額） 95 119

土地 ※1, ※2  4,038 ※1, ※2, ※6  4,224

リース資産 － 469

減価償却累計額 － △139

リース資産（純額） － 330

有形固定資産合計 6,291 6,849
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年６月30日) 

当事業年度 
(平成21年６月30日) 

無形固定資産   

借地権 135 135

電話加入権 16 －

ソフトウエア － 15

その他 6 22

無形固定資産合計 158 172

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  272 ※1  230

関係会社株式 977 977

出資金 12 12

関係会社出資金 601 726

長期貸付金 － 27

従業員に対する長期貸付金 － 12

関係会社長期貸付金 － 90

破産更生債権等 384 380

長期前払費用 60 60

長期前渡金 693 696

敷金及び保証金 181 173

繰延税金資産 － 100

その他 ※3  217 41

貸倒引当金 △536 △536

投資その他の資産合計 2,864 2,992

固定資産合計 9,314 10,015

資産合計 14,184 14,634

負債の部   

流動負債   

支払手形 ※1, ※3  1,131 ※1  1,069

買掛金 ※1, ※3  737 ※1  905

短期借入金 ※1  2,665 ※1  3,031

1年内返済予定の長期借入金 ※1  1,408 ※1  1,350

リース債務 － 129

未払金 232 147

未払費用 75 84

未払法人税等 16 17

未払消費税等 32 17

前受金 82 48

預り金 34 －

賞与引当金 － 105

設備関係支払手形 0 －

その他 － 150

流動負債合計 6,418 7,059

固定負債   

長期借入金 ※1  4,235 ※1  3,726
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年６月30日) 

当事業年度 
(平成21年６月30日) 

リース債務 － 206

長期未払金 2 －

長期預り保証金 75 －

再評価に係る繰延税金負債 ※2  517 ※2  517

退職給付引当金 851 823

役員退職慰労引当金 82 93

その他 1 79

固定負債合計 5,766 5,447

負債合計 12,185 12,507

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,264 1,264

利益剰余金   

利益準備金 4 6

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 756 908

利益剰余金合計 760 915

自己株式 △7 △13

株主資本合計 2,017 2,166

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 33 13

土地再評価差額金 ※2  △52 ※2  △52

評価・換算差額等合計 △18 △38

純資産合計 1,999 2,127

負債純資産合計 14,184 14,634
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業収益   

建設資材事業収益 6,775 －

石油・オート事業収益 6,377 －

請負工事事業収益 592 －

その他の事業収益 3,031 －

営業収益合計 16,776 －

営業原価   

建設資材事業原価 5,580 －

石油・オート事業原価 5,631 －

請負工事事業原価 494 －

その他の事業原価 2,111 －

営業原価合計 13,817 －

営業総利益 2,959 －

売上高 － 16,781

売上原価   

商品及び製品期首たな卸高 － 914

当期商品仕入高 － 9,957

当期製品製造原価 － 3,809

合計 － 14,681

商品及び製品期末たな卸高 － 702

他勘定振替高 － ※6  186

売上原価 － 13,792

売上総利益 － 2,989

販売費及び一般管理費   

役員報酬 95 －

給料及び賞与 1,067 1,023

退職給付費用 57 58

法定福利費 143 148

減価償却費 91 183

賞与引当金繰入額 － 71

貸倒引当金繰入額 24 10

役員退職慰労引当金繰入額 13 14

荷造運搬費 305 321

賃借料 133 －

その他 791 865

販売費及び一般管理費合計 ※5  2,723 ※5  2,697

営業利益 235 292
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業外収益   

受取利息 7 6

受取配当金 ※4  110 ※4  76

不動産賃貸料 32 32

その他 58 44

営業外収益合計 208 159

営業外費用   

支払利息 230 217

為替差損 － 32

その他 15 4

営業外費用合計 246 255

経常利益 197 196

特別利益   

固定資産売却益 ※1  2 ※1  1

償却債権取立益 － 0

その他 1 0

特別利益合計 4 2

特別損失   

固定資産売却損 － ※2  2

固定資産除却損 ※2  14 ※3  6

投資有価証券評価損 14 18

貸倒引当金繰入額 4 －

環境対策費 － 5

その他 ※3  4 1

特別損失合計 37 34

税引前当期純利益 164 164

法人税、住民税及び事業税 △18 △5

法人税等調整額 △0 △5

法人税等合計 △19 △11

当期純利益 183 176
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（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７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,264 1,264

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,264 1,264

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 2 4

当期変動額   

剰余金の配当 2 2

当期変動額合計 2 2

当期末残高 4 6

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 596 756

当期変動額   

剰余金の配当 △24 △24

当期純利益 183 176

当期変動額合計 159 152

当期末残高 756 908

利益剰余金合計   

前期末残高 599 760

当期変動額   

剰余金の配当 △21 △21

当期純利益 183 176

当期変動額合計 161 154

当期末残高 760 915

自己株式   

前期末残高 △6 △7

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △5

当期変動額合計 △0 △5

当期末残高 △7 △13

株主資本合計   

前期末残高 1,856 2,017

当期変動額   

剰余金の配当 △21 △21

当期純利益 183 176

自己株式の取得 △0 △5

当期変動額合計 160 149

当期末残高 2,017 2,166
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 63 33

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △29 △20

当期変動額合計 △29 △20

当期末残高 33 13

土地再評価差額金   

前期末残高 △52 △52

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △52 △52

評価・換算差額等合計   

前期末残高 11 △18

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △29 △20

当期変動額合計 △29 △20

当期末残高 △18 △38

純資産合計   

前期末残高 1,868 1,999

当期変動額   

剰余金の配当 △21 △21

当期純利益 183 176

自己株式の取得 △0 △5

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △29 △20

当期変動額合計 131 128

当期末残高 1,999 2,127
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 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）重要な会計方針

前事業年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

同左 

(2）その他有価証券 

時価のあるもの 

決算末日の市場価格等に基づく時価法 

（評価差額は部分純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

(2）その他有価証券 

同左 

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

商品、製品、材料、仕掛品 

総平均法による原価法 

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

 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、収益性の低下による簿価切下げの方法によ

り算定）を採用しております。 

未成工事支出金、販売用不動産 

個別法による原価法 

  

貯蔵品 

終仕入原価法による原価法 

  

  

  

（会計方針の変更）  

 当事業年度より、「棚卸資産の評価に関する会計

基準」（企業会計基準 第９号 平成18年７月５日

公表分）を適用しております。 

 これによる影響額はありません。  

３ 固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物      13年～50年 

機械及び装置  ５年～13年  

  

建物   

平成10年３月31日以前に取得したもの 旧定率法

平成10年４月１日から 

平成19年３月31日までに取得したもの 
旧定額法

平成19年４月１日以降に取得したもの 定額法

建物以外   

平成19年３月31日以前に取得したもの 旧定率法

平成19年４月１日以降に取得したもの 定率法

３ 固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物      13年～50年 

機械及び装置  ６年～15年 

  

建物   

平成10年３月31日以前に取得したもの 旧定率法

平成10年４月１日から 

平成19年３月31日までに取得したもの 
旧定額法

平成19年４月１日以降に取得したもの 定額法

建物以外   

平成19年３月31日以前に取得したもの 旧定率法

平成19年４月１日以降に取得したもの 定率法
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前事業年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

  （追加情報） 

 当社は、主な有形固定資産の利用状況を見直した

結果、従来使用していた耐用年数と経済的使用可能

年数との乖離が大きくなっていることが明らかにな

ったため、当事業年度より耐用年数の変更を行って

おります。この変更により、従来と同様の方法によ

った場合と比較して、当事業年度の営業利益、経常

利益及び税引前当期純利益は、それぞれ23百万円増

加しております。   

(2）無形固定資産 

定額法 

 ただし、自社利用のソフトウェアについては、社

内における利用可能期間（５年）に基づく定額法 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

(3）長期前払費用 

定額法 

(3）長期前払費用 

同左  

────────   (4）リース資産  

 リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定

額法  

４ 引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見

込額を計上しております。 

４ 引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同左 

(2）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退

職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当期末に

おいて発生していると認められる額を計上しておりま

す。 

 数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残

存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法によ

り、発生の翌事業年度から費用処理することとしてお

ります。 

(2）退職給付引当金 

同左 

―――――――― (3）賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当

期負担額を計上しております。  

(3）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規による

期末要支給額を計上しております。 

(4）役員退職慰労引当金 

同左 

５ リース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・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によっておりま

す。 

  ──────── 
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前事業年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

６ ヘッジ会計の方法 

(1）ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては、特例処理の要件を満たし

ているため、特例処理を採用しております。 

５ ヘッジ会計の方法 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

（ヘッジ手段） 

金利スワップ 

（ヘッジ対象） 

借入金の利息 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  

(3）ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワ

ップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約

毎に行っております。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップについては、特例処理の要件を満たし

ているため、有効性の判定を省略しております。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

７ その他財務諸表作成のための重要な事項 

(1）消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用しております。 

６ その他財務諸表作成のための重要な事項 

(1）消費税等の会計処理 

同左 

(2）連結納税制度の適用 

 連結納税制度を適用しております。 

(2）連結納税制度の適用 

同左 

（６）重要な会計方針の変更

前事業年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

────────         （リース取引に関する会計基準）   

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「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 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 終改正平成19年３月30日 企業会計

基準適用指針第16号）を当事業年度から通常の売買取引

に係る会計処理によっております。 

 なお、リース取引開始日が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、前事業年

度末における未経過リース料期末残高相当額（利息相当

額控除後）を取得価額とし、期首に取得したものとして

リース資産に計上する方法によっております。 

 これにより、営業利益が14百万円増加しております。
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表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

──────── （貸借対照表） 

１．「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）が適用となることに伴い、前事業年度

まで区分掲記していた「商品」（当事業年度180百万

円）「製品」（当事業年度504百万円）「原材料」（当

事業年度53百万円）「仕掛品」（当事業年度４百万円）

「未成工事支出金」（当事業年度145百万円）「販売用

不動産」（当事業年度17百万円）「貯蔵品」（当事業年

度20百万円）は、当事業年度から「商品及び製品」「仕

掛品」「原材料及び貯蔵品」として表示しております。

２．前事業年度まで区分掲記していた「電話加入権」

（当事業年度16百万円）は、重要性が乏しくなったた

め、当事業年度より無形固定資産の「その他」として表

示しております。 

３．前事業年度まで区分掲記していた「預り金」（当事

業年度27百万円）「設備関係支払手形」（当事業年度

122百万円）は、重要性が乏しくなったため、当事業年

度より流動負債の「その他」として表示しております。

４．前事業年度まで区分掲記していた「長期未払金」

（当事業年度１百万円）「長期預り保証金」（当事業年

度78百万円）は、重要性が乏しくなったため、当事業年

度より固定負債の「その他」として表示しております。

５．前事業年度まで無形固定資産の「その他」に含めて

表示しておりました「ソフトウェア」（前事業年度５百

万円）は、重要性が増したため、当事業年度より区分掲

記しております。 

６．前事業年度まで投資その他の「その他」に含めて表

示しておりました「長期貸付金」（前事業年度27百万

円）「従業員に対する長期貸付金」（前事業年度９百万

円）「関係会社長期貸付金」（前事業年度100百万円）

「繰延税金資産」（前事業年度46百万円）は、重要性が

増したため、当事業年度より区分掲記しております。 

──────── （損益計算書） 

１．前事業年度まで建設業を営む兼業事業として、記載

していた「営業収益」の「建設資材事業収益」（当事業

年度7,669百万円）「石油・オート事業収益」（当事業

年度5,799百万円）「請負工事事業収益」（当事業年度

493百万円）「その他事業収益」（当事業年度2,819百万

円））は、事業の主要な部分が建設業以外となり、重要

性が乏しくなったため、当事業年度より「売上高」とし

て一括表示しております。 

㈱高見澤（5283）平成21年６月期決算短信

－ 38 －



  

前事業年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

  ２．前事業年度まで建設業を営む兼業事業として、記載

していた「営業原価」の「建設資材事業原価」（当事業

年度6,393百万円「石油・オート事業原価」（当事業年

度5,013百万円）「請負工事事業原価」（当事業年度401

百万円）「その他事業原価」（当事業年度1,983百万

円））は、事業の主要な部分が建設業以外となり、重要

性が乏しくなったため、当事業年度より「売上原価」と

して一括表示しております。 

３．前事業年度まで区分掲記していた「役員報酬」（当

事業年度104百万円）「賃借料」（当事業年度25百万

円）は、重要性が乏しくなったため、当事業年度より販

売費及び一般管理費の「その他」として表示しておりま

す。 

４．前事業年度まで特別損失の「その他」に含めて表示

しておりました「固定資産売却損」（前事業年度０百万

円）は、重要性が増したため、当事業年度より区分掲記

しております。  
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（７）個別財務諸表に関する注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成20年６月30日） 

当事業年度 
（平成21年６月30日） 

※１ 担保に供している資産 ※１ 担保資産及び担保付債務 

  担保資産 

現金及び預金 百万円329

受取手形 百万円774

販売用不動産 百万円186

建物 百万円960

土地 百万円3,129

投資有価証券 百万円262

計 百万円5,641

現金及び預金 百万円323

受取手形 百万円701

建物 百万円917

土地 百万円3,265

投資有価証券 百万円219

計 百万円5,427

担保権によって担保されている債務 担保付債務 

支払手形 百万円22

買掛金 百万円167

短期借入金 百万円1,266

１年内返済予定の 

長期借入金 
百万円1,388

長期借入金 百万円4,167

計 百万円7,012

支払手形 百万円18

買掛金 百万円178

短期借入金 百万円2,931

１年内返済予定の 

長期借入金 
百万円1,330

長期借入金 百万円3,678

計 百万円8,138

 （注） なお、公共工事履行契約についての金融機

関保証９百万円に対し、定期預金50百万円

を担保に供しております。 

 （注） なお、公共工事履行契約についての金融機

関保証７百万円に対し、定期預金50百万円

を担保に供しております。 

※２ 土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行っ

ております。 

 再評価の方法は、土地の再評価に関する法律施行令

（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号

によるところの地価税計算のために公表された価額に

合理的な調整を行う方法としております。 

 再評価差額のうち税効果相当額を負債の部の固定負

債に「再評価に係る繰延税金負債」として、その他の

金額を純資産の部に「土地再評価差額金」として計上

しております。 

※２ 土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行っ

ております。 

 再評価の方法は、土地の再評価に関する法律施行令

（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号

によるところの地価税計算のために公表された価額に

合理的な調整を行う方法としております。 

 再評価差額のうち税効果相当額を負債の部の固定負

債に「再評価に係る繰延税金負債」として、その他の

金額を純資産の部に「土地再評価差額金」として計上

しております。 

再評価を行った年月日 平成12年６月30日

再評価を行った土地の期末

における時価と再評価後の

帳簿価額との差額 

百万円△1,316

再評価を行った年月日 平成12年６月30日

再評価を行った土地の期末

における時価と再評価後の

帳簿価額との差額 

百万円△1,351

※３ 関係会社項目 

 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。 

※３ 関係会社項目 

 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。 

流動資産 流動資産 

受取手形及び売掛金 百万円156

未収入金 百万円373

流動資産（その他） 百万円3

未収入金 百万円313

固定資産   

投資その他の資産（その他） 百万円100   

流動負債   

支払手形及び買掛金 百万円2   
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前事業年度 
（平成20年６月30日） 

当事業年度 
（平成21年６月30日） 

４ 偶発債務 

 下記のとおり債務保証を行っております。 

４ 偶発債務 

 下記のとおり債務保証を行っております。 

 （注） 信州生コン㈱への債務保証は株主９社の連帯保

証であります。 

被保証人名 保証内容 
保証額 

（百万円） 

㈲エコ・プラニング 銀行借入金  149

オギワラ精機㈱ 銀行借入金  154

  手形割引  36

信州生コン㈱ 銀行借入金  38

  
烟台高見澤混凝土 
有限公司 

銀行借入金  30

設備代支払債務  60

計 ―  469  （注） 信州生コン㈱への債務保証は株主９社の連帯保

証であります。 

被保証人名 保証内容 
保証額 

（百万円） 

㈲エコ・プラニング 銀行借入金  143

オギワラ精機㈱ 銀行借入金  103

信州生コン㈱ 銀行借入金  30

烟台高見澤混凝土 
有限公司 

銀行借入金  30

設備代支払債務  50

計 ―  356

５ 裏書譲渡高 ５ 裏書譲渡高 

受取手形裏書譲渡高 百万円49 受取手形裏書譲渡高 百万円83

──────── ※６ 販売用不動産から固定資産への保有目的の変更 

   

用 途 種 類 場 所 
帳簿価格 

（百万円）

不動産事業

賃貸不動産
土 地 長野県長野市 186
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（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

※１ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※１ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

車両運搬具 百万円2 機械及び装置 百万円1

車両運搬具 百万円0

計 百万円1

※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※２ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

建物 百万円9

構築物 百万円0

機械及び装置 百万円2

車両運搬具 百万円0

工具器具備品 百万円1

投資その他の資産 

（その他） 
百万円0

計 百万円14

建物 百万円1

構築物 百万円0

工具器具備品 百万円0

計 百万円2

※３ その他特別損失に含まれる固定資産売却損の内訳は

次のとおりであります。 

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

車両運搬具 百万円0

工具器具備品 百万円0

計 百万円0

建物 百万円0

構築物 

機械及び装置  

車両運搬具  

百万円

百万円

百万円

1

4

0

工具器具備品 百万円1

計 百万円6

※４ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。 

※４ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。 

受取配当金 百万円105 受取配当金 百万円72

※５ 一般管理費に含まれる研究開発費は、48百万円であ

ります。 

※５ 一般管理費に含まれる研究開発費は、49百万円であ

ります。 

──────── ※６ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。  
  

販売用不動産から土地へ振替 百万円186
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前事業年度（自 平成19年７月１日 至 平成20年６月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（変動事由の概要） 

 増加数の内訳は次のとおりであります。 

単元未満株式の買取りによる増加     株 

  

当事業年度（自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（変動事由の概要） 

 増加数の内訳は次のとおりであります。 

単元未満株式の買取りによる増加     株 

  

（株主資本等変動計算書関係）

株式の種類 前事業年度 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株）  33,580  3,717  ―  37,297

3,717

株式の種類 前事業年度 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株）  37,297    27,767     ―  65,064

27,767
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 （注） １株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

  

１株当たり純資産額 

  

１株当たり当期純利益 

  

（１株当たり情報）

前事業年度末 
（自 平成19年７月１日 

   至 平成20年６月30日） 

当事業年度末 
（自 平成20年７月１日 

  至 平成21年６月30日） 

１株当たり純資産額  円 228.35 １株当たり純資産額 円 243.80

１株当たり当期純利益 円 20.99 １株当たり当期純利益 円 20.18

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式がないため、記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式がないため、記載しておりません 

  
前事業年度末 

（平成20年６月30日） 
当事業年度末 

（平成21年６月30日） 

純資産の部の合計額（百万円）  1,999  2,127

純資産の部の合計額から控除する金額 

（百万円） 
    ― ― 

普通株式に係る期末の純資産額（百万円）  1,999  2,127

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の

普通株式の数（株） 
 8,754,703  8,726,936

  
前事業年度末 

（自 平成19年７月１日 
  至 平成20年６月30日） 

当事業年度末 
（自 平成20年７月１日 

  至 平成21年６月30日） 

損益計算書上の当期純利益（百万円）  183  176

普通株主に帰属しない金額（百万円）     ―     ― 

普通株式に係る当期純利益（百万円）  183  176

普通株式の期中平均株式数（株）  8,756,270  8,733,596
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(1）役員の異動（平成21年９月28日付） 

① 新任取締役候補 

   取締役 宮澤 信夫（現 昭和電機産業株式会社 代表取締役社長）  

② 昇任取締役候補 

   常務取締役 高見澤 雅人（現 取締役経営企画室長） 

   

  

  

  

  

  

６．その他
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