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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 45,330 △1.3 980 159.9 1,039 177.1 408 30.4
21年3月期 45,932 3.7 377 △29.0 375 △33.7 313 △72.3

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 ％ ％ ％

22年3月期 3.85 ― 2.1 2.1 2.2
21年3月期 2.96 ― 1.6 0.7 0.8

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21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

22年3月期 48,696 19,031 39.1 179.44
21年3月期 51,894 19,079 36.8 179.88

（参考） 自己資本   22年3月期  19,031百万円 21年3月期  19,079百万円

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

22年3月期 4,452 △1,536 △2,773 6,225
21年3月期 △608 1,061 △2,711 6,082

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 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 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 4.50 4.50 477 152.0 2.5
22年3月期 ― 0.00 ― 4.50 4.50 477 116.9 2.5
23年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 5.00 5.00 126.3

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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

21,900 26.4 50 ― 100 ― △80 ― △0.75

通期 50,000 10.3 1,000 2.0 1,100 5.9 420 2.9 3.96
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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、12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、18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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 106,135,050株 21年3月期 106,135,050株
② 期末自己株式数 22年3月期  73,261株 21年3月期  69,440株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 40,580 △0.3 724 ― 1,141 112.1 614 △19.6
21年3月期 40,702 2.4 51 △74.9 538 △13.4 764 △49.7

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
円 銭 円 銭

22年3月期 5.79 ―
21年3月期 7.21 ―

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

22年3月期 42,859 16,643 38.8 156.92
21年3月期 47,248 16,508 34.9 155.64

（参考） 自己資本 22年3月期  16,643百万円 21年3月期  16,508百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23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

19,900 23.2 70 ― 150 552.2 △50 ― △0.47

通期 44,100 8.7 740 2.2 900 △21.1 280 △54.4 2.64
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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) 

 当連結会計年度の日本経済は、前連結会計年度からの世界同時不況による危機的状況からは持ち直したも

のの、依然として厳しい状況が続きました。 

当グループを取り巻く経営環境については、主要顧客である電力会社からの受注・売上が減少するなどの影

響がありました。 

当グループはこのような厳しい状況の下、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、平成２１年 7 月

に「経営基盤の強化」と「事業体質の改善」を基本方針とした中期経営計画を策定し、新たなる成長を目指す取

り組みを行いました。 

   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 602 百万円減少し、45,330 百万円  

（前連結会計年度比 1.3％減少）となりました。 

   経常利益は、売上高は減少したものの、原価低減および原材料価格の低下により、前連結会計年度比 664    

百万円増加の 1,039 百万円（前連結会計年度比 177.1％増加）となりました。当期純利益につきましては、      

税金費用の増加はありましたが、たな卸資産廃棄損などが減少したことにより、前連結会計年度比 95 百万円

増加  の 408 百万円（前連結会計年度比 30.4％増加）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 1.1％減少の 45,022 百万円、営業利益は 973   

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 308 百万円、営業利益は   

7 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) 

電力需要や民間設備投資は上向きつつあるものの、依然として厳しい状況が続くと予想されます。このような

状況に際し当グループは、中期経営計画に定めた各施策の着実な実施の継続により、重電事業の競争力強化

および新事業分野の開拓に邁進します。 

新しい事業分野の開拓として、当連結会計年度に開発を終えた高効率のアモルファス変圧器の販売を開始し

ます。さらに次世代配電ネットワーク向けの製品の研究開発を進め、早期に市場投入を目指します。 

エレクトロニクス装置事業では、三次元検査装置の技術を応用し、検査対象物を半導体分野以外にも使える

よう用途の拡大を目指します。 

また、整水器事業については、「整水器」の製品イメージをよりわかりやすくするため、名称を「水素水生成器」

と改め、デザインを一新し、かつ低価格の新製品を開発して平成 22 年7 月より販売を開始します。 
   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 50,000百万円  44,100 百万円

営業利益 1,000 百万円 740 百万円

経常利益 1,100 百万円 900 百万円

当期純利益 420 百万円     280 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 3,198 百万円減少しました。資産では、

主に受取手形及び売掛金の減少 1,006 百万円、たな卸資産の減少 1,642 百万円です。負債では、主に有利

子負債の減少 2,295 百万円、未払金の減少 448 百万円、買掛金の減少 338 百万円です。 

    純資産は、主に剰余金の配当 477 百万円、当期純利益 408 百万円により、47 百万円の減少となりました。 
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  （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 142 百万円増加し、

6,225 百万円になりました。 

    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1,642百万円の収入、売上債権の減少による

1,006 百万円の収入、前受金の増加による 259 百万円の収入等により、合計で 4,452 百万円の収入（前連結

会計年度 608 百万円支出）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 1,593 百万円の支出等により、1,536

百万円の支出（前連結会計年度 1,061 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2,295百万円、配当金の支払477百万円等により、 

2,773 百万円の支出（前連結会計年度 2,711 百万円支出）となりました。 

    なお、当連結会計年度において、貸出コミットメント契約による借入金の枠を 7,000 百万円から 5,000 百万円

に変更しました。当連結会計年度末における、当該契約による借入実行残高は 1,000 百万円です。  

  

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 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 平成 22 年３月期

自己資本比率（％） 33.1  32.5  34.3  36.8 39.1 

時価ﾍﾞｰｽの自己資本比率（％） 54.5  43.7  23.9  40.1 70.3 

キャッシュ・フロー対有利子負債

比率（倍） 

5.9  85.4  34.8  － 1.9 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ（倍） 10.0  0.8  1.5  － 24.2 

  （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すべての負債を対象

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 22 年 ６月

29 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 5.0 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２1 年６月２６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。 
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3 経営方針 

 

(1)会社の経営の基本方針  
 平成 21 年３月期決算短信（平成 21 年 4 月 28 日開示）により開示を行なった内容から重要な変更がな

いため開示を省略します。 
 
(2)目標とする経営指標、（3）中長期的な会社の経営戦略 

本日（平成 22 年 4 月 28 日）開示の「中期経営計画の修正に関するお知らせ」をご覧ください。   

 

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.takaoka.co.jp 

 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

http：//www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 
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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21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,082 6,225

受取手形及び売掛金 11,757 10,751

製品 2,379 1,664

仕掛品 8,468 8,359

原材料及び貯蔵品 3,376 2,557

繰延税金資産 502 911

その他 604 823

貸倒引当金 △9 △7

流動資産合計 33,161 31,285

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 16,092 15,881

減価償却累計額 △11,551 △11,438

建物及び構築物（純額） 4,541 4,443

機械装置及び運搬具 10,301 10,489

減価償却累計額 △8,502 △8,954

機械装置及び運搬具（純額） 1,798 1,535

土地 4,893 4,892

建設仮勘定 0 20

その他 7,227 7,230

減価償却累計額 △6,581 △6,684

その他（純額） 645 545

有形固定資産合計 11,880 11,437

無形固定資産   

ソフトウエア 760 565

その他 58 49

無形固定資産合計 818 615

投資その他の資産   

投資有価証券 620 630

長期貸付金 6 －

繰延税金資産 4,532 3,761

その他 898 992

貸倒引当金 △22 △25

投資その他の資産合計 6,034 5,359

固定資産合計 18,733 17,411

資産合計 51,894 48,696
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(単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 8,335 7,997

短期借入金 4,795 5,753

未払金 1,150 702

未払費用 1,547 1,381

未払法人税等 76 114

未払消費税等 303 339

前受金 1,685 1,945

工事損失引当金 － 4

その他 87 74

流動負債合計 17,982 18,313

固定負債   

長期借入金 6,005 2,751

退職給付引当金 8,569 8,326

役員退職慰労引当金 107 123

環境対策引当金 93 93

その他 57 57

固定負債合計 14,833 11,351

負債合計 32,815 29,665

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 11,179 11,110

自己株式 △10 △11

株主資本合計 18,995 18,925

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 83 105

評価・換算差額等合計 83 105

純資産合計 19,079 19,031

負債純資産合計 51,894 48,696
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 45,932 45,330

売上原価 37,607 36,369

売上総利益 8,325 8,960

販売費及び一般管理費 7,947 7,979

営業利益 377 980

営業外収益   

受取利息 15 6

受取配当金 36 30

設備賃貸料 249 253

雑収入 33 27

営業外収益合計 335 319

営業外費用   

支払利息 228 184

社債利息 1 －

雑支出 107 75

営業外費用合計 337 260

経常利益 375 1,039

特別利益   

前期損益修正益 58 －

屑鉄売却益 181 －

ゴルフ会員権売却益 21 －

固定資産売却益 － 9

投資有価証券売却益 － 145

特別利益合計 261 154

特別損失   

固定資産廃棄損 202 197

たな卸資産廃棄損 1,288 146

投資有価証券評価損 － 25

ゴルフ会員権評価損 8 0

その他 18 －

特別損失合計 1,517 369

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△881 824

法人税、住民税及び事業税 81 69

過年度法人税等 190 －

法人税等調整額 △1,467 347

法人税等合計 △1,195 416

当期純利益 313 408
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 11,395 11,179

当期変動額   

剰余金の配当 △530 △477

当期純利益 313 408

当期変動額合計 △216 △68

当期末残高 11,179 11,110

自己株式   

前期末残高 △9 △10

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △1

当期変動額合計 △0 △1

当期末残高 △10 △11

株主資本合計   

前期末残高 19,213 18,995

当期変動額   

剰余金の配当 △530 △477

当期純利益 313 408

自己株式の取得 △0 △1

当期変動額合計 △217 △70

当期末残高 18,995 18,925

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 233 83

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △150 22

当期変動額合計 △150 22

当期末残高 83 105

㈱高岳製作所(6621)平成22年3月期決算短信

9



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 19,447 19,079

当期変動額   

剰余金の配当 △530 △477

当期純利益 313 408

自己株式の取得 △0 △1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △150 22

当期変動額合計 △367 △47

当期末残高 19,079 19,031
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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（△）

△881 824

減価償却費 1,809 1,627

固定資産廃棄損 202 197

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 0

退職給付引当金の増減額（△は減少） △352 △227

受取利息及び受取配当金 △52 △37

支払利息 230 184

売上債権の増減額（△は増加） △1,854 1,006

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,482 1,642

前受金の増減額（△は減少） △260 259

仕入債務の増減額（△は減少） △840 △337

未払消費税等の増減額（△は減少） △75 35

未払費用の増減額（△は減少） △308 △166

その他の引当金の増減額（△は減少） △53 －

その他 △259 △455

小計 △213 4,554

利息及び配当金の受取額 52 37

利息の支払額 △230 △184

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △216 44

営業活動によるキャッシュ・フロー △608 4,452

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 △6 △5

有価証券の売却による収入 30 152

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,263 △1,593

有形及び無形固定資産の売却による収入 2,021 10

貸付けによる支出 △1 △1

貸付金の回収による収入 11 4

その他 268 △104

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,061 △1,536

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） － 1,000

長期借入金の返済による支出 △1,730 △3,295

社債の償還による支出 △450 －

配当金の支払額 △530 △477

その他 △1 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,711 △2,773

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,258 142

現金及び現金同等物の期首残高 8,341 6,082

現金及び現金同等物の期末残高 6,082 6,225
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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20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

4.会計処理基準に関する事項 
(8)重要な収益及び費用の計上

基準 

 
－ 

 
① 完成工事高及び完成工事原

価の計上基準 
(ｲ) 当連結会計年度末まで

の進捗部分について成
果の確実性が認められ
る工事 
 
工事進行基準（工事の進
捗率の見積りは原価比
例法） 
 

(ﾛ) その他の工事 
 
工事完成基準 

 

 
（会計方針の変更等）  

①完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

    請負工事に係る収益の計上基準については、工事完成基準を適用していましたが、「工事契約

に関する会計基準」（企業会計基準第15号平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基

準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号平成19年12月27日)を当連結会計年度より適用し、

当連結会計年度に着手した工事契約から、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確

実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、そ

の他の工事については工事完成基準を適用しています。これにより、当連結会計年度の売上高

は712百万円、売上総利益は140百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利

益はそれぞれ同額増加しています。 

   ②退職給付に係る会計基準の一部改正（その３） 

    「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）（企業会計基準第19号平成20年7月31日）

を当連結会計年度から適用しています。なお、従来の方法による割引率と同一の割引率を使用

することとなったため、当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。 
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 （追加情報）   

   ①金融商品に関する会計基準 

    当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年3月10

日）及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成

20年3月10日）を適用しています。 

   ②賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準 

    当連結会計年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第20

号 平成20年11月28日）及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第23号 平成20年11月28日）を適用しています。 

     

 なお、上記以外は最近の有価証券報告書（平成21年6月26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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(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21年3月31日現在) 
当連結会計年度 

(平成22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 

26,634百万円 
67百万円 

27,077百万円 
54百万円 

 

② 連結損益計算書関係 

 
 前連結会計年度 

 (自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22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 

690百万円 895百万円 

 

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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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22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) 69,440 3,821 －  73,261

  
（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     3,821 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21年６月26日 

定時株主総会 普通株式 477 4.50 平成21年３月31日 平成21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22年６月29日 

定時株主総会 普通株式 利益剰余金 477 4.50 平成22年３月31日 平成22年６月30日
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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20年４月１日
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日
至 平成22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 

 
 
 
 
 

45,531 

 
 
 
 
 

401 

 
 
 
 
 

45,932 

 
 
 
 
 

－ 

 
 
 
 
 

45,932 

 
 
 
 
 

45,022 

 
 
 
 
 

308 

 
 
 
 
 

45,330 

 
 
 
 
 

－ 

 
 
 
 
 

45,330 

 
(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の 
内部売上高又は

振替高 
 

 
－ 

 
－ 

 
－ 

 
（ －） 

 
－ 

 
－ 

 
－ 

 
－ 

 
（ －） 

 
－ 

計 45,531 401 45,932 （ －） 45,932 45,022 308 45,330 （ －） 45,330 
営業費用      45,163 392 45,555 （ －） 45,555 44,049 301 44,350 （ －） 44,350 
営業利益      368 9 377 （ －） 377 973 7 980 （ －） 980 
Ⅱ．資産、減価 
   償却費及び 
   資本的支出 
 
資 産      51,547 347 51,894 

 
 
 
 
－ 51,894 48,375 321 48,696 

 
 
 
 
－ 48,696 

減価償却費 1,806 3 1,809 － 1,809 1,625 2 1,627 － 1,627 
資本的支出 865 0 865 － 865 1,088 0 1,089 － 1,089 

  （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、リアクト 
関連事業            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。 
    ５．会計方針の変更 

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

       請負工事に係る収益の計上基準については、工事完成基準を適用していましたが、「工事契約に関する会計基準」

（企業会計基準第15号平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用

指針第18号平成19年12月27日)を当連結会計年度より適用し、当連結会計年度に着手した工事契約から、当連

結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の

見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しています。 
      この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べ、当連結会計年度の電気機械器具関連事業で、売上高は712百万

円増加し、営業利益は140百万円増加しています。 
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（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。 

  

（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） 
 前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。 

  

前連結会計年度（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日現在） 

 (イ) 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。 

 
当連結会計年度（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日現在） 

 (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

21,693   売掛金 2,899

（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。 
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⑥１株当たり情報 
 
当連結会計年度（自 平成21年4月1日  至 平成22年３月31日現在） 

 
（イ）1株当たり純資産額      179円44銭 
（ロ）1株当たり当期純利益      3円85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                      19,031百万円 
② 普通株式に係る純資産額                             19,031百万円 
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                               73千株 
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            106,061千株 
 

（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                 408百万円 
② 普通株式に係る当期純利益                   408百万円 
③ 普通株式の期中平均株式数                  106,063千株 
 

 
 

⑦開示の省略 
リース取引、税効果会計、金融商品、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、賃貸等

不動産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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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21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,048 3,835

受取手形 553 454

売掛金 10,073 9,217

製品 2,364 1,657

仕掛品 7,917 7,129

原材料及び貯蔵品 3,192 2,288

前払費用 71 122

繰延税金資産 415 783

その他 520 464

貸倒引当金 △9 △8

流動資産合計 29,147 25,946

固定資産   

有形固定資産   

建物 12,198 12,051

減価償却累計額 △8,681 △8,540

建物（純額） 3,517 3,511

構築物 2,636 2,578

減価償却累計額 △1,979 △1,991

構築物（純額） 657 587

機械及び装置 8,683 8,874

減価償却累計額 △7,038 △7,460

機械及び装置（純額） 1,645 1,414

車両運搬具 243 243

減価償却累計額 △214 △219

車両運搬具（純額） 29 23

工具、器具及び備品 6,587 6,619

減価償却累計額 △5,964 △6,084

工具、器具及び備品（純額） 622 535

土地 4,717 4,716

建設仮勘定 0 20

有形固定資産合計 11,188 10,809

無形固定資産   

ソフトウエア 737 541

その他 46 38

無形固定資産合計 784 580
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 552 544

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 4 －

長期前払費用 70 －

敷金及び保証金 306 424

繰延税金資産 3,959 3,271

その他 109 161

貸倒引当金 △19 △22

投資その他の資産合計 6,127 5,523

固定資産合計 18,100 16,912

資産合計 47,248 42,859

負債の部   

流動負債   

買掛金 8,085 7,461

短期借入金 4,795 5,753

未払金 1,123 685

未払費用 1,210 1,091

未払法人税等 40 66

未払消費税等 280 303

前受金 1,611 706

預り金 71 58

流動負債合計 17,219 16,126

固定負債   

長期借入金 6,005 2,751

退職給付引当金 7,367 7,190

環境対策引当金 93 93

その他 55 55

固定負債合計 13,520 10,089

負債合計 30,739 26,215
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

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 2,645 2,635

固定資産圧縮特別勘定積立金 140 140

別途積立金 3,226 3,226

繰越利益剰余金 1,069 1,216

利益剰余金合計 8,592 8,728

自己株式 △10 △11

株主資本合計 16,408 16,544

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 99 99

評価・換算差額等合計 99 99

純資産合計 16,508 16,643

負債純資産合計 47,248 42,859
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(2)【損益計算書】 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 40,702 40,580

売上原価   

製品期首たな卸高 4,931 2,364

当期製品製造原価 31,063 31,808

合計 35,994 34,173

製品期末たな卸高 2,364 1,657

他勘定振替高 △329 △591

売上原価合計 33,959 33,107

売上総利益 6,742 7,473

販売費及び一般管理費 6,690 6,749

営業利益 51 724

営業外収益   

受取利息 14 6

受取配当金 465 330

設備賃貸料 298 301

雑収入 20 32

営業外収益合計 798 670

営業外費用   

支払利息 226 183

社債利息 1 －

雑支出 83 70

営業外費用合計 312 253

経常利益 538 1,141

特別利益   

前期損益修正益 58 －

屑鉄売却益 181 －

ゴルフ会員権売却益 21 －

投資有価証券売却益 － 145

固定資産売却益 － 9

特別利益合計 261 154

特別損失   

固定資産廃棄損 198 191

たな卸資産廃棄損 1,167 146

ゴルフ会員権評価損 8 0

特別損失合計 1,373 338

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △574 957

法人税、住民税及び事業税 52 24

過年度法人税等 190 －

法人税等調整額 △1,582 319

法人税等合計 △1,339 343

当期純利益 764 614
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 2,645

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 684 －

固定資産圧縮積立金の取崩 △10 △9

当期変動額合計 674 △9

当期末残高 2,645 2,635

固定資産圧縮特別勘定積立金   

前期末残高 138 140

当期変動額   

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 2 －

当期変動額合計 2 －

当期末残高 140 140

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
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,512 1,069

当期変動額   

剰余金の配当 △530 △477

固定資産圧縮積立金の積立 △684 －

固定資産圧縮積立金の取崩 10 9

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 △2 －

当期純利益 764 614

当期変動額合計 △442 146

当期末残高 1,069 1,216

利益剰余金合計   

前期末残高 8,357 8,592

当期変動額   

剰余金の配当 △530 △477

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 764 614

当期変動額合計 234 136

当期末残高 8,592 8,728

自己株式   

前期末残高 △9 △10

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △1

当期変動額合計 △0 △1

当期末残高 △10 △11

株主資本合計   

前期末残高 16,175 16,408

当期変動額   

剰余金の配当 △530 △477

当期純利益 764 614

自己株式の取得 △0 △1

当期変動額合計 233 135

当期末残高 16,408 16,544
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31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 232 99

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △133 △0

当期変動額合計 △133 △0

当期末残高 99 99

純資産合計   

前期末残高 16,407 16,508

当期変動額   

剰余金の配当 △530 △477

当期純利益 764 614

自己株式の取得 △0 △1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △133 △0

当期変動額合計 100 135

当期末残高 16,508 16,643
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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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６．その他 
 
(1)役員の異動（平成 22 年 6 月 29 日付 予定） 

    
   ①代表者の異動 
 

1.新任代表取締役候補 
 
 代表取締役 常務取締役 内木 準（現 常務取締役） 

     
2.退任予定代表取締役 

 
    代表取締役 専務取締役 岡野 眞（当社子会社 タカオカエンジニアリング株式会社 

取締役社長就任予定） 
 

 
②その他の役員の異動 
 

1.新任取締役候補 
 
取締役 執行役員 原田 達（現 執行役員企画部長） 

     
2.昇任予定取締役候補 

 
常務取締役 西川 直志 （現 取締役  執行役員小山工場長） 
  
常務取締役 藤井 威徳 （現 取締役  執行役員ものづくり本部長兼小山工場副工場長） 

  
3.退任予定取締役 

 
常務取締役 中島文良（当社子会社 株式会社ミントウェーブ取締役社長就任予定）           
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    代表取締役候補 内
ない

 木
き

  準
じゅん

 

         
生年月日 昭和２２年１月２日生 

  出身地  栃木県  
   

略    歴 

   昭和４６年 ３月   東京電機大学電子工学科卒業  
 
昭和４０年 ４月    東京電力株式会社入社 

   平成１３年 ６月    同社 東京支店渋谷電力所長 
   平成１５年 ３月 東京電力株式会社退社 

平成１５年  ４月    株式会社高岳製作所入社 電力技術部部長兼仙台事業所副事

業所長    
   平成１５年 ６月       同社  理事企画部担任兼電力技術部 
        平成１６年 ６月 同社 取締役企画部担当  
     平成１７年  ６月    同社 常務取締役 企画部担当 
   平成２１年 ６月    同社 常務取締役 総務部、安全・品質監査部、グループ 

会社管理担当 
                                                                  現在に至る 
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