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1.  平成23年6月期第2四半期の連結業績（平成22年7月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年6月期第2四半期 20,507 10.9 360 27.4 343 43.2 202 55.5
22年6月期第2四半期 18,488 △11.3 282 △1.7 240 21.3 130 81.9

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

23年6月期第2四半期 23.51 ―
22年6月期第2四半期 14.96 ―

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

23年6月期第2四半期 26,030 5,517 19.7 595.31
22年6月期 23,091 5,408 21.7 581.55

（参考） 自己資本   23年6月期第2四半期  5,133百万円 22年6月期  5,015百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年6月期 ― ― ― 2.50 2.50
23年6月期 ― ―
23年6月期 

（予想）
― 2.50 2.50

3.  平成23年6月期の連結業績予想（平成22年7月1日～平成23年6月30日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 37,200 △1.1 380 △18.5 320 8.1 100 △44.7 11.60



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信【添付資料】３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】３ページ「その他の情報」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） 23年6月期2Q 8,792,000株 22年6月期  8,792,000株
② 期末自己株式数 23年6月期2Q  168,344株 22年6月期  167,539株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年6月期2Q 8,623,966株 22年6月期2Q 8,718,573株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

（経営成績の分析） 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国市場の需要拡大や国内の各種経済対策等を背景に一時

的には景気の緩やかな回復基調が見られたものの、政策効果の縮小や急激な円高などの影響を受け、景気の先行き

については不透明な状況のまま推移しました。 

当社グループの主体である建設業界におきましても、公共工事のさらなる減少と、民間工事需要の低迷等厳しい

状況が続いております。 

一方、海外事業を展開している中国経済は、前年比10％を超える経済成長を維持しており、消費者物価も４％近

く上昇しています。当社グループが生コン製造販売している山東省では、マンション価格が高騰し、新規着工も盛

んに行われています。また、省エネ対策のために電力使用量が制限され、生コン原料のセメント不足が起こってい

ますが、生コン価格値上げで対応しております。 

このような経済環境のなかにあって、当社グループは、新規需要の掘り起こしとコスト削減の徹底で収益確保に

努めてまいりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の実績につきましては、売上高20,507百万円（前年同四半期比10.9％

増）、営業利益360百万円（前年同四半期比27.4％増）、経常利益343百万円（前年同四半期比43.2％増）、四半期

純利益202百万円（前年同四半期比55.5％増）となりました。 

なお、事業別セグメントの概況は、次のとおりであります。 

（セグメント別の概況） 

① 建設関連事業 

国内の建設関連事業では、県内の特需工事が一段落し公共工事が減少してきたことと、民間工事の減少も続き、

また、受注競争の激化により減収減益となりました。また、中国市場においては、旺盛な建設需要により生コン販

売は好調で増収増益となりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は5,228百万円、営業利益は153百万円となりました。 

② 電設資材事業 

電設資材事業では、猛暑の影響によるエアコン、環境省エネ分野の太陽光発電、工場ルートへの産業機器の販売

好調で増収増益となりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は9,548百万円、営業利益は98百万円となりました。 

③ カーライフ関連事業 

石油部門では、猛暑による需要の増加と、エリア拡大、新規顧客開拓で販売が順調に推移し、また、燃料油の価

格変動の転嫁と原価低減に取組むことで、増収増益となりました。オート部門では、新車、中古車販売が共に好調

に推移し、車両整備についても、新規顧客の開拓に注力し、原価の低減にも取組む事で、増収増益となりました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は3,668百万円、営業利益は38百万円となりました。 

④ 住宅・生活関連事業 

主な事業として、不動産部門では、売買物件の取扱いが増加し、増収増益となりました。農産物部門では、きの

こ培地の販売量が増加したものの、原材料高騰により減益となりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は2,062百万円、営業利益91百万円となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（財政状態の分析） 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて2,938百万円増加し、26,030百万円

となりました。これは主に現金及び預金が731百万円、受取手形及び売掛金が1,287百万円、たな卸資産が784百万

円増加によるものです。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べて2,829百万円増加し、20,513百万円となりました。これは主に支払手形

及び買掛金が1,563百万円、短期及び長期の借入金が1,210百万円増加によるものです。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて108百万円増加し、5,517百万円となりました。これは主に利益剰余金

が181百万円増加し、為替換算調整勘定が67百万円減少によるものです。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結累計期間における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

べて768百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末には1,471百万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間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） 

当第２四半期連結累計期間において、営業活動の結果獲得した資金は132百万円（前年同四半期は1,095百万円の

獲得）となりました。これは主に売上債権の増加額1,373百万円及びたな卸資産の増加額787百万円に対し、税金等

調整前四半期純利益295百万円、減価償却費301百万円及び仕入債務の増加額1,586百万円によるものであります。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は467百万円（前年同四半期は96百万円の使

用）となりました。これは主に子会社株式の取得による支出285百万円及び有形固定資産の取得による支出223百万

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） 

当第２四半期連結累計期間において、財務活動の結果獲得した資金は1,105百万円（前年同四半期は203百万円の

使用）となりました。これは主に短期借入金の純増額961百万円、長期借入れによる収入950百万円、長期借入金の

返済による支出700百万円によるものであります。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

通期の連結業績予想につきましては、平成22年８月17日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っており

ません。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められ

るため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

② 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によっ

ております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境及び一時差異等の発生状況に著

しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニン

グを利用する方法によっております。 

また、前連結会計年度末以降に経営環境や一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会

計年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを

利用する方法により算出しております。 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（会計処理基準に関する事項の変更） 

・資産除去債務に関する会計基準の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用し

ております。 

これによる当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益への影響は軽微であり、税金等調整前四半期純利益

は36百万円減少しております。 

・「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表分）

及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）を適用

しております。 

なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。 

・費用の計上区分の変更 

従来、当社の住宅・生活関連事業の農業資材及び青果販売部門に係る加工作業を含めた労務費及び経費に関して

その大部分を販売費及び一般管理費として処理しておりましたが、当該工程の割合が増加傾向にあることから、第

１四半期連結会計期間より、原価計算の配賦基準の見直しを行ない、製造部門の人員を詳細な業務活動単位ごとの

工程に区分し、会社の活動の実態をより適正に表示するために、製造部門に関連が高い労務費及び経費について製

造原価に計上する方法に変更いたしました。 

この変更により、当第２四半期連結累計期間の売上原価は59百万円増加し、売上総利益は同額減少し、販売費及

び一般管理費が59百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は０百万円増加しておりま

す。 

（表示の変更） 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「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21年３月24日 内閣府令第５号）の適用によ

り、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,919 1,187

受取手形及び売掛金 8,661 7,373

商品及び製品 1,371 1,210

仕掛品 637 73

原材料及び貯蔵品 223 163

その他 704 635

貸倒引当金 △86 △79

流動資産合計 13,431 10,564

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,648 7,606

減価償却累計額 △4,923 △4,822

建物及び構築物（純額） 2,725 2,784

機械装置及び運搬具 4,479 4,515

減価償却累計額 △3,555 △3,585

機械装置及び運搬具（純額） 923 930

土地 6,123 6,123

リース資産 539 603

減価償却累計額 △277 △278

リース資産（純額） 262 324

建設仮勘定 689 686

その他 1,506 1,488

減価償却累計額 △1,300 △1,279

その他（純額） 205 208

有形固定資産合計 10,929 11,057

無形固定資産 194 206

投資その他の資産   

その他 2,156 1,931

貸倒引当金 △681 △668

投資その他の資産合計 1,474 1,263

固定資産合計 12,598 12,527

資産合計 26,030 23,091
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,228 3,665

短期借入金 7,970 6,903

未払法人税等 46 29

賞与引当金 49 183

その他 1,154 936

流動負債合計 14,450 11,718

固定負債   

社債 50 50

長期借入金 3,764 3,621

退職給付引当金 1,156 1,216

役員退職慰労引当金 150 152

環境対策引当金 98 98

資産除去債務 58 －

その他 784 826

固定負債合計 6,062 5,965

負債合計 20,513 17,683

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,264 1,264

利益剰余金 3,946 3,765

自己株式 △31 △31

株主資本合計 5,178 4,997

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 25 21

土地再評価差額金 △51 △51

為替換算調整勘定 △18 48

評価・換算差額等合計 △45 17

少数株主持分 383 392

純資産合計 5,517 5,408

負債純資産合計 26,030 23,091
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 18,488 20,507

売上原価 15,707 17,691

売上総利益 2,780 2,816

販売費及び一般管理費 2,497 2,455

営業利益 282 360

営業外収益   

受取利息 2 4

持分法による投資利益 9 32

仕入割引 46 55

不動産賃貸収入 25 27

その他 28 27

営業外収益合計 112 147

営業外費用   

支払利息 127 125

為替差損 13 17

その他 14 20

営業外費用合計 155 163

経常利益 240 343

特別利益   

固定資産売却益 14 2

その他 0 0

特別利益合計 14 2

特別損失   

固定資産売却損 12 0

投資有価証券評価損 10 13

役員退職慰労金 11 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 34

その他 2 2

特別損失合計 36 51

税金等調整前四半期純利益 217 295

法人税、住民税及び事業税 28 51

法人税等調整額 44 23

法人税等合計 72 75

少数株主損益調整前四半期純利益 － 219

少数株主利益 14 16

四半期純利益 130 202
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 217 295

減価償却費 289 301

貸倒引当金の増減額（△は減少） 51 37

賞与引当金の増減額（△は減少） － △133

その他の引当金の増減額（△は減少） △121 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △27 △59

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △12 △2

受取利息及び受取配当金 △4 △7

支払利息 127 125

固定資産売却損益（△は益） △1 △2

投資有価証券評価損益（△は益） 10 13

為替差損益（△は益） 13 17

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 34

売上債権の増減額（△は増加） △758 △1,373

たな卸資産の増減額（△は増加） △171 △787

未収入金の増減額（△は増加） 245 △18

仕入債務の増減額（△は減少） 1,161 1,586

前受金の増減額（△は減少） 203 200

その他 6 48

小計 1,230 275

利息及び配当金の受取額 10 8

利息の支払額 △112 △112

法人税等の支払額 △32 △40

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,095 132

投資活動によるキャッシュ・フロー   

子会社出資金の取得による支出 － △285

出資金の回収による収入 125 －

有形固定資産の取得による支出 △327 △223

有形固定資産の売却による収入 107 5

無形固定資産の取得による支出 △10 △4

貸付けによる支出 △3 △2

貸付金の回収による収入 6 3

定期預金の預入による支出 △62 △25

定期預金の払戻による収入 68 62

その他 △0 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △96 △467

㈱高見澤（5283）平成23年６月期　第２四半期決算短信

- 7 -



（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年12月31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） △179 961

長期借入れによる収入 790 950

長期借入金の返済による支出 △685 △700

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △89 △83

自己株式の取得による支出 △18 －

配当金の支払額 △21 △21

その他 △0 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △203 1,105

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 795 768

現金及び現金同等物の期首残高 876 702

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,671 1,471
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該当事項はありません。 

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年12月31日） 

 （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。 

２．各事業区分に属する主要内容 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年12月31日） 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が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。 

  

〔海外売上高〕 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年12月31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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
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)

売上高                 

(1）外部顧客に対する売上

高 
 4,611  8,243  2,851  1,096  203  1,481  18,488  －  18,488

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 29  9  132  21  14  141  348 ( )348  －

計  4,641  8,253  2,983  1,117  217  1,622  18,837 ( )348  18,488

営業利益  167  26  22  25  28  38  309 ( )26  282

事業区分 主要内容 

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 土木建築の請負、建築工事 

不動産事業 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 
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〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役

会が、経営資源の配分決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社グループは、当社の本社に営業本部を設置し、各事業部、子会社ごとに取り扱う製品、サービスによって営業

展開を行っております。 

報告セグメントについては、各事業セグメントを製品、サービスの内容、性質、市場等の類似性を勘案して「建設

関連事業」、「電設資材事業」、「カーライフ関連事業」、「住宅・生活関連事業」の４つに集約しております。 

「建設関連事業」は、主にコンクリート二次製品、生コンクリート、砂利・砂の製造販売のほか、請負工事、建設

に関連した資材の販売等を行っております。 

「電設資材事業」は、主に電設資材、産業機器及び空調システム等の販売を行っております。 

「カーライフ関連事業」は、主に石油製品の販売及び自動車の販売・整備を行っております。 

「住宅・生活関連事業」は、主に不動産取引及び食品に関する製造販売等の、様々な生活に関する個人消費者向け

の事業を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年12月31日） 

（注）１．セグメント利益の調整額△20百万円は、主に各報告セグメントに配分していない全社費用であり、報告

セグメントに帰属しない本社の一般管理費であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27

日）及び「セグメント情報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20号 平成20年３月21日）

を適用しております。 

  

該当事項はありません。 

  

（単位：百万円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２ 

建設関連 電設資材 
カーライフ

関連 
住宅・生活

関連 
計 

売上高               

外部顧客への売上高  5,228  9,548  3,668  2,062  20,507  －  20,507

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 50  14  148  50  264  △264  －

計  5,279  9,562  3,817  2,113  20,772  △264  20,507

セグメント利益  153  98  38  91  380  △20  360

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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