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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 42,083 △16.7 1,137 △65.3 1,393 △59.2 617 △58.6
23年3月期 50,502 11.4 3,277 234.4 3,416 228.8 1,493 265.9

（注）包括利益 24年3月期 616百万円 （△57.3％） 23年3月期 1,446百万円 （236.3％）

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 ％ ％ ％

24年3月期 5.83 ― 3.1 2.9 2.7
23年3月期 14.08 ― 7.7 7.1 6.5

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  ―百万円 23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

24年3月期 47,709 20,086 42.1 189.39
23年3月期 47,870 19,999 41.8 188.57

（参考） 自己資本   24年3月期  20,086百万円 23年3月期  19,999百万円

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

24年3月期 804 △1,702 △625 4,309
23年3月期 5,024 △2,685 △2,732 5,832

2.  配当の状況 

 

年間配当金 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 ％ ％

23年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 530 35.5 2.7
24年3月期 ― 0.00 ― 4.50 4.50 477 77.2 2.4
25年3月期(予想) ― 2.50 ― 2.50 5.00 42.1

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

当社は、平成24年６月28日開催予定の定時株主総会による承認を前提に、平成24年10月１日に東光電気株式会社との共同持株会社設立による経営統合を予
定しております。 
このため、上記に記載の平成25年３月期の連結業績予想及び配当予想につきましては、現在の当社組織を前提に算定しておりますが、経営統合に基づく新会
社の連結業績予想および平成25年３月期期末の配当予想につきましては、あらためて発表する予定であります。 

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 50,800 20.7 2,030 78.5 2,170 55.8 1,260 103.9 11.88



※  注記事項 
(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） ： 有  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 1社 （社名） タカオカ・ビジネスサービス株式会社

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  ： 無
② ①以外の会計方針の変更  ： 無
③ 会計上の見積りの変更  ： 無
④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期 106,135,050 株 23年3月期 106,135,050 株
② 期末自己株式数 24年3月期 77,351 株 23年3月期 76,409 株
③ 期中平均株式数 24年3月期 106,058,497 株 23年3月期 106,060,563 株

（参考）個別業績の概要 

平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 36,653 △17.0 821 △63.1 2,083 △13.8 1,447 87.0
23年3月期 44,168 8.8 2,229 207.9 2,415 111.7 774 26.1

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

24年3月期 13.65 ―
23年3月期 7.30 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年3月期 42,210 17,811 42.2 167.94
23年3月期 42,009 16,896 40.2 159.31

（参考） 自己資本 24年3月期  17,811百万円 23年3月期  16,896百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続が実施中です。 

※ 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、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、実際の業績等は、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。 
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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、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況にあるなかで、海外景

気の動向や円高の影響を受けながらも、緩やかに持ち直しています。当グループは当連結会計年度、震災

の影響により東京電力株式会社向けの売上が急激に低下する想定に対応するため、諸費用の削減などの緊

急対策を実施するとともに、東京電力向け以外の受注拡大を推進し利益確保に努めました。 

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 8,418 百万円減少し、42,083 百万

円（前連結会計年度比 16.7％減少）となりました。 

損益につきましては、上記売上高減少により、営業利益は前連結会計年度比 2,140 百万円減少の 1,137

百万円、経常利益は前連結会計年度比 2,023 百万円減少の 1,393 百万円、当期純利益は前連結会計年度比  

875 百万円減少の 617 百万円となりました。 

セグメントの業績は次のとおりです。 

電力機器事業では、売上高は 6,632 百万円減少し、40,101 百万円（前連結会計年度比 14.2％減少）とな

りました。セグメント利益は前連結会計年度より 1,420 百万円減少し、3,397 百万円（前連結会計年度比

29.5％減少）となりました。 

情報エレクトロニクス事業では、売上高は前連結会計年度より 1,617 百万円減少し、1,786 百万円（前

連結会計年度比 47.5％減少）となりました。セグメント利益は前連結会計年度より 868 百万円減少し、  

△98 百万円となりました。 

電力機器事業及び情報エレクトロニクス事業に含まれないその他事業は、売上高は前連結会計年度より

168 百万円減少し、196 百万円（前連結会計年度比 46.1％減少）となりました。セグメント利益は前連結

会計年度より 94 百万円減少し、△57 百万円となりました。 

 

(次期の見通し) 

 

電力会社各社は原子力発電所再稼動などの問題を抱え、その設備投資額の見通しは依然として厳しい状

況が続くものと予想されますが、当社は中期経営計画で実践してきました受注・売上高の拡大、原価低減

などの競争力強化を更に推進するとともに、新しい事業領域の拡大に努めていきます。 

次期の連結業績見通しは次のとおりです。 

 

売上高       50,800 百万円 

営業利益       2,030 百万円 

経常利益       2,170 百万円 

当期純利益      1,260 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） 

 

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ161百万円減少し、47,709百万円となりました。

これは主に受取手形及び売掛金の増加 2,078 百万円、土地の増加 1,444 百万円、現金及び預金の減少 1,523

百万円、投資その他の資産の減少 871 百万円、たな卸資産の減少 177 百万円によるものです。 

負債は、247 百万円減少し、27,623 百万円となりました。これは主に買掛金の増加 555 百万円、前受金
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の増加 515 百万円、未払金及び未払費用の減少 714 百万円、災害損失引当金の減少 167 百万円、有利子負

債の減少 95百万円によるものです。 

純資産は、86 百万円増加し、20,086 百万円となりました。これは主に剰余金の配当 530 百万円、当期純

利益 617 百万円によるものです。 

 

（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 1,523 百万円減少し、

4,309 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、税金等調整前当期純利益1,568百万円、売上債権の増加による2,078

百万円の支出、仕入債務の増加による 555 百万円の収入、前受金の増加による 515 百万円の収入等により、

合計で 804 百万円の収入（前連結会計年度 5,024 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、有形及び無形固定資産の取得による 2,222 百万円の支出等により、

1,702 百万円の支出（前連結会計年度 2,685 百万円支出）となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入 1,800 百万円、長期借入金の返済 1,995 百万円、配当金

の支払 530 百万円等により、625 百万円の支出（前連結会計年度 2,732 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 5,000 百万円から 4,000 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 2,000 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 20 年 

3 月期 

平成 21 年 

3 月期 

平成 22 年 

3 月期 

平成 23 年 

3 月期 

平成 24 年 

3 月期 

自己資本比率(%) 34.3 36.8 39.1 41.8 42.1

時価ベースの自己資本比率(%) 23.9 40.1 70.3 81.8 56.9

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（倍） 34.8 － 1.9 1.2 7.7

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 1.5 － 24.2 43.0 10.1

（注） 

自己資本比率 ： 自己資本／総資産 

  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／キャッシュ・フロー 

  インタレスト・カバレッジ・レシオ ： キャッシュ・フロー／利払い 

   

   １．いずれの指標も連結ベ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 24
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年６月 28 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、一株当たり 5.0 円を予定しております。  

 

 (４)事業等のリスク 

 

事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項

には、以下のようなものがあります。 

なお、文中の将来に関する事項は、本決算短信提出日現在において当グループが判断したものです。 

 

① 特定事業への依存について 

 

重電機器の生産販売をコア事業とする当グループは、電力会社に製品を販売する比率が高く、当連結

会計年度の売上高に占める電力会社向けの割合は 58.5％であります。 

そのため、電力会社の設備投資額の増減と内容により、業績が大きく左右されるリスクがあります。 

 

② 原材料の価格について 

 

当グループの経営成績は、使用している原材料の価格変動により、影響を受ける可能性があります。 

 

③ トラブルの発生について 

 

当グループの経営成績は、自然災害や事故等のトラブルの発生により、影響を受ける可能性がありま

す。 

 

④ 金利の変動について 

 

当グループの平成 24 年３月末現在の有利子負債残高は、6,156 百万円であります。長期借入金につい

ては固定金利で調達し、また短期借入金についてはコミットメントラインを導入し期中の平均残高を圧

縮するなどして、金利コストの安定化をはかっておりますが、今後の市場金利の変動は当グループの経

営成績に影響を与える可能性があります。 

 

⑤ 子会社の業績動向について 

 

当グループは、主に重電機器を中心とするグループ事業の相互補完と、各社の独自事業によりグルー

プ経営を行っており、連結子会社の業績が大きく変動した場合は当グループの経営成績に影響を与える

ことになります。 
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２  企業集団の状況 

 
当社及び当社の関係会社は、当社、子会社４社、関連会社 3 社及びその他の関係会社１社で構成されてお

り、電力会社及び公共・一般産業向け電力機器の製造、販売、据付工事等を主な事業として取り組んでいま

す。また、情報エレクトロニクス事業の育成に努めています。  
各事業における当社及び当社の関係会社の位置づけ等は次のとおりです。 

 

（電力機器事業） 
当事業においては、変圧器、開閉装置、監視制御システム、及び電気自動車用急速充電器の製造、販売、

据付工事等を行っています。 
（主な関係会社) 
（製造、販売）当社、タカオカ化成工業㈱、撫順高岳開閉器有限公司、テックティコ㈱、 

デクスコ㈱ 
（据付工事等）タカオカエンジニアリング㈱、高岳電設㈱ 
 

（情報エレクトロニクス事業） 
当事業においては、三次元検査装置及びシンクライアントシステム等の製造、販売等を行っています。 

（主な関係会社) 
（製造、販売等）当社、㈱ミントウェーブ 

 
（その他の事業） 
当事業においては、主に水素水生成器等の製造、販売および当グループ内の共通業務の一部等を行ってい

ます。 
（主な関係会社) 
（水素水生成器等の製造、販売）当社 

 
 なお、当社は、平成２３年８月２６日開催の取締役会で、グループ内業務の効率化を目的に、連結子会社

のタカオカ・ビジネスサービス株式会社の平成２３年８月３１日付け解散を決議し、同社は平成２３年１２

月２２日に清算結了いたしました。 
 

事業の系統図は次のとおりです。 
 
 

(その他の関係会社）　東京電力㈱ 電力会社、公共、一般産業等

　　　得　意　先

（当社）　㈱高岳製作所　

電力機器事業 情報エレクトロニクス事業 その他

製造、販売 据付工事等 製造、販売等

（連結子会社） （連結子会社） （連結子会社）

タカオカ化成工業㈱ タカオカエンジニアリング㈱ ㈱ミントウェーブ

（関連会社） （非連結子会社）

撫順高岳開閉器有限公司 高岳電設㈱

テックティコ㈱、デクスコ㈱
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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 

平成 22 年 4月 28 日に開示した「中期経営計画の修正に関するお知らせ」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。 

 

 

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23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,832 4,309

受取手形及び売掛金 11,686 13,764

製品 2,303 1,209

仕掛品 6,034 6,844

原材料及び貯蔵品 2,663 2,771

繰延税金資産 525 520

その他 498 707

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 29,543 30,125

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 17,391 17,079

減価償却累計額 △11,778 △11,860

建物及び構築物（純額） 5,612 5,219

機械装置及び運搬具 10,584 10,876

減価償却累計額 △9,116 △9,519

機械装置及び運搬具（純額） 1,467 1,356

土地 4,891 6,335

建設仮勘定 440 0

その他 6,452 6,247

減価償却累計額 △6,002 △5,975

その他（純額） 450 271

有形固定資産合計 12,862 13,183

無形固定資産   

ソフトウエア 339 124

その他 55 77

無形固定資産合計 394 202

投資その他の資産   

投資有価証券 519 494

繰延税金資産 3,675 3,195

その他 888 511

貸倒引当金 △14 △2

投資その他の資産合計 5,069 4,198

固定資産合計 18,327 17,584

資産合計 47,870 47,709

㈱高岳製作所(6621)平成24年３月期決算短信

－7－



(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 8,825 9,381

短期借入金 5,248 5,095

未払金 730 265

未払費用 1,404 1,154

未払法人税等 637 324

未払消費税等 448 331

前受金 347 862

工事損失引当金 50 62

災害損失引当金 167 －

製品保証引当金 － 107

その他 185 77

流動負債合計 18,046 17,663

固定負債   

長期借入金 1,002 1,060

退職給付引当金 8,548 8,637

環境対策引当金 128 128

その他 145 132

固定負債合計 9,824 9,959

負債合計 27,871 27,623

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 12,126 12,214

自己株式 △12 △13

株主資本合計 19,941 20,028

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 58 54

繰延ヘッジ損益 － 2

その他の包括利益累計額合計 58 57

純資産合計 19,999 20,086

負債純資産合計 47,870 47,709
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 50,502 42,083

売上原価 38,626 33,008

売上総利益 11,875 9,075

販売費及び一般管理費 8,598 7,937

営業利益 3,277 1,137

営業外収益   

受取利息 3 1

受取配当金 31 78

設備賃貸料 250 222

その他 72 86

営業外収益合計 357 389

営業外費用   

支払利息 116 80

その他 101 53

営業外費用合計 218 133

経常利益 3,416 1,393

特別利益   

投資有価証券売却益 13 1

固定資産売却益 － 0

ゴルフ会員権売却益 － 2

事業譲渡益 － 119

補助金収入 － 134

災害損失引当金戻入額 － 94

特別利益合計 13 352

特別損失   

固定資産廃棄損 76 42

たな卸資産廃棄損 193 －

投資有価証券評価損 13 －

事務所移転費用 165 2

環境対策引当金繰入額 35 －

災害による損失 349 7

製品保証費用 － 87

減損損失 － 20

固定資産売却損 － 1

ゴルフ会員権売却損 － 4

ゴルフ会員権評価損 － 11

特別損失合計 833 177

税金等調整前当期純利益 2,597 1,568

法人税、住民税及び事業税 599 456

法人税等調整額 503 493

法人税等合計 1,103 950

少数株主損益調整前当期純利益 1,493 617

当期純利益 1,493 617
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   連結包括利益計算書 
(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 1,493 617

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △47 △3

繰延ヘッジ損益 － 2

その他の包括利益合計 △47 △0

包括利益 1,446 616

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 1,446 616

少数株主に係る包括利益 － －
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 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   

当期首残高 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   

当期首残高 11,110 12,126

当期変動額   

剰余金の配当 △477 △530

当期純利益 1,493 617

当期変動額合計 1,016 87

当期末残高 12,126 12,214

自己株式   

当期首残高 △11 △12

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △0

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 △12 △13

株主資本合計   

当期首残高 18,925 19,941

当期変動額   

剰余金の配当 △477 △530

当期純利益 1,493 617

自己株式の取得 △1 △0

当期変動額合計 1,015 87

当期末残高 19,941 20,028

㈱高岳製作所(6621)平成24年３月期決算短信

－11－



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 105 58

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △47 △3

当期変動額合計 △47 △3

当期末残高 58 54

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 2

当期変動額合計 － 2

当期末残高 － 2

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 105 58

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △47 △0

当期変動額合計 △47 △0

当期末残高 58 57

純資産合計   

当期首残高 19,031 19,999

当期変動額   

剰余金の配当 △477 △530

当期純利益 1,493 617

自己株式の取得 △1 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △47 △0

当期変動額合計 968 86

当期末残高 19,999 20,086
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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 2,597 1,568

減価償却費 1,641 1,574

固定資産廃棄損 76 42

貸倒引当金の増減額（△は減少） △17 △11

退職給付引当金の増減額（△は減少） 98 89

受取利息及び受取配当金 △34 △79

支払利息 116 80

売上債権の増減額（△は増加） △934 △2,078

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,579 177

前受金の増減額（△は減少） △1,598 515

仕入債務の増減額（△は減少） 827 555

未払消費税等の増減額（△は減少） 109 △116

未払費用の増減額（△は減少） 23 △249

その他の引当金の増減額（△は減少） 35 12

その他 600 △747

小計 5,120 1,331

利息及び配当金の受取額 34 79

利息の支払額 △116 △79

法人税等の支払額 △14 △526

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,024 804

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △2,787 △2,222

有形及び無形固定資産の売却による収入 5 1

投資有価証券の取得による支出 △6 －

投資有価証券の売却による収入 38 8

貸付けによる支出 △41 －

貸付金の回収による収入 17 25

その他 88 484

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,685 △1,702

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） 1,000 100

長期借入れによる収入 － 1,800

長期借入金の返済による支出 △3,253 △1,995

配当金の支払額 △477 △530

その他 △1 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,732 △625

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △393 △1,523

現金及び現金同等物の期首残高 6,225 5,832

現金及び現金同等物の期末残高 5,832 4,309
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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 22 年４月１日 

   至 平成 23 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 23 年４月１日 

   至 平成 24 年３月 31 日) 

1. 連結の範囲に関する事項 連結子会社数は４社です。 

連結子会社名： 

タカオカ・ビジネスサービス㈱ 

タカオカエンジニアリング㈱ 
タカオカ化成工業㈱ 
㈱ミントウェーブ 

連結子会社数は３社です。 
連結子会社名： 

タカオカエンジニアリング㈱ 
タカオカ化成工業㈱ 
㈱ミントウェーブ 

 
なお、当連結会計年度において

タカオカ・ビジネスサービス㈱

は解散し、清算結了となりまし

た。 
4.会計処理基準に関する事項 

(5)重要な引当金の計上基準 

（へ）災害損失引当金 

東日本大震災に伴う復旧

費用等の支出に備えるた

め、当連結会計年度末にお

いてその金額を合理的に

見積もることができる処

理費用については、翌期以

降に発生が見込まれる金

額を引当計上しています。

－ 

 

－ 

（ホ）製品保証引当金 
販売した製品のアフターサ

ービス及び無償補修費用に

充てるため、個別見積に基

づいて補修費用等の見込額

を計上しています。 
 

(追加情報) 

 

① 当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変

更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月4日)及び「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12

月４日)を適用しています。 

 

② 平成23年12月２日に「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の

一部を改正する法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策

を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が公布さ

れ、平成24年４月１日以降開始する事業年度より法人税率が変更されることとなりました。こ

れに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、一時差異等に

係る解消時期に応じて以下のとおりとなります。 
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平成24年３月31日まで 40.69％ 

平成24年４月１日から平成27年３月31日 38.01％ 

平成27年４月１日以降 35.64％ 

この税率の変更により繰延税金資産の純額が443百万円減少し、当連結会計期間に費用計上さ

れた法人税等の金額が443百万円増加しております。 

 

なお、上記以外は最近の有価証券報告書（平成23年6月29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。 

 

(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 

 

該当事項はありません。 
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(8)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23年3月31日現在) 

当連結会計年度 

(平成24年3月31日現在) 

1. 保証債務 
 

43百万円 35百万円

 

②連結損益計算書関係 

 
 前連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 

至 平成24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 

1,040百万円 1,170百万円

 

③連結包括利益計算書関係 

 

１ その他の包括利益に係る組み替え調整額及び税効果額 

（当連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 
その他有価証券評価差額金 

 当期発生額 △13百万円

 組替調整額 △0百万円

  税効果調整前 △13百万円

  税効果額 9百万円

  その他有価証券評価差額金 △3百万円

   

繰延ヘッジ損益 

   

 当期発生額 4百万円

  税効果額 △1百万円

  繰延ヘッジ損益 2百万円

   

 

④連結株主資本等変動計算書関係 

 

前連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23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) 73,261 3,148 ― 76,409

 （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     3,148株 

  
３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
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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22年6月29日 

定時株主総会 普通株式 477 4.5 平成22年3月31日 平成22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23年６月29日 

定時株主総会 普通株式 利益剰余金 530 5.0 平成23年３月31日 平成23年６月30日

 
当連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24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) 76,409 942 ― 77,351

 （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    942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23年６月29日 

定時株主総会 普通株式 530 5.0 平成23年３月31日 平成23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24年６月28日 

定時株主総会 普通株式 利益剰余金 477 4.5 平成24年３月31日 平成24年６月29日

  
⑤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22年４月１日 

至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 

至 平成24年３月31日 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

 現金及び預金勘定 5,832百万円
 預入期間が３ヶ月を超える定期預金 ― 〃 

 現金及び現金同等物 5,832 〃 

  

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

 現金及び預金勘定 4,309百万円
 預入期間が３ヶ月を超える定期預金 ― 〃 

 現金及び現金同等物 4,309 〃 
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⑥セグメント情報等 
 
 １ 報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社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

源の配分の決定及び実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す。 

当社は、創業以来従事する電力会社及び公共・一般産業向け電力機器の製造販売を主たる事業として、戦略立

案及び事業管理を行い事業の発展に努めています。また、将来に向けた布石として情報エレクトロニクス事業の

育成に取り組んでおり、これら２つの事業はいずれも当社にとり重要な意義を有します。そのため当社は、「電

力機器事業」及び「情報エレクトロニクス事業」を報告セグメントとしております。 

「電力機器事業」は、変圧器、開閉装置、監視制御システム、及び電気自動車用急速充電器の製造販売を含み

ます。 

「情報エレクトロニクス事業」は、三次元検査装置及びシンクライアントシステム等の製造販売を含みます。 

  
２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」と

同一であります。 
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢

価格に基づいております。 
 
３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報 

 

前連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年3月31日) 
(単位：百万円) 

報告セグメント 

  

電力機器事業 
情報エレクトロニクス

事業 
計 

その他 

(注) 
合計 

売上高  

 外部顧客への売上高 46,733 3,403 50,137 364 50,502
 セグメント間の内部売上高 

 又は振替高 2,188 1,755 3,944 1,083 5,027

計 48,921 5,159 54,081 1,447 55,529

セグメント利益 4,817 770 5,587 37 5,624

セグメント資産 33,932 3,905 37,837 1,657 39,495

その他の項目    

減価償却費 1,341 140 1,482 27 1,510

有形固定資産及び無形 

固定資産の増加額 2,423 91 2,514 25 2,540

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、水素水生成器等の製造販売等を含んでいます。 
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当連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年3月31日)  
(単位：百万円) 

報告セグメント 

  

電力機器事業 
情報エレクトロニクス

事業 
計 

その他 

(注) 
合計 

売上高  

 外部顧客への売上高 40,101 1,786 41,887 196 42,083
 セグメント間の内部売上高 

 又は振替高 2,268 1,159 3,428 177 3,606

計 42,369 2,945 45,315 374 45,689

セグメント利益又は損失（△） 3,397 △ 98 3,299 △ 57 3,241

セグメント資産 34,647 3,787 38,435 12 38,448

その他の項目           

減価償却費 1,348 128 1,477 11 1,489

有形固定資産及び無形 

固定資産の増加額 818 104 922 1 923

 (注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、水素水生成器等の製造販売等を含んでいます。 

 

４ 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差額調整に関する事項) 

 
(単位：百万円) 

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 54,081 45,315

「その他」の区分の売上高 1,447 374

セグメント間取引消去 △5,027 △ 3,606

連結財務諸表の売上高 50,502 42,083

 

(単位：百万円) 

利益又は損失 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 5,587 3,299

「その他」の区分の利益又は損失 37 △ 57

セグメント間取引消去 67 58

全社費用(注) △2,448 △ 2,179

棚卸資産の調整額 61 △ 8

その他の調整額 △26 25

連結財務諸表の営業利益 3,277 1,137

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。 
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(単位：百万円) 

資産 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 37,837 38,435

「その他」の区分の資産 1,657 12

セグメント間取引消去 △ 684 △ 800

全社資産(注) 10,165 10,887

棚卸資産の調整額 △ 23 △ 32

その他の調整額 △ 1,081 △ 793

連結財務諸表の資産合計 47,870 47,709

(注) 全社資産は、主に各報告セグメントに配分していない、現金及び預金、投資その他の資産です。 

 

(単位：百万円) 

報告セグメント計 その他 調整額（注） 連結財務諸表計上額

その他の項目 
前連結 

会計年度 

当連結 

会計年度

前連結 

会計年度

当連結 

会計年度

前連結 

会計年度

当連結 

会計年度 

前連結 

会計年度 

当連結 

会計年度

減価償却費 1,482 1,477 27 11 131 85 1,641 1,574

 有形固定資産及び 

無形固定資産の増加額 
2,514 922 25 1 409 1,583 2,950 2,507

(注)  減価償却費の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。 

    なお、減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額には長期前払費用が含まれています。 

 
⑦関連当事者情報 
 
関連当事者との取引 
 前連結会計年度（自 平成22年4月1日 至 平成23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 
900,975 電気事業 29.3 営業取引 

変圧器、開閉 

装置等の販売
23,871 売掛金 3,042 

（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23年4月1日 至 平成24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 
900,975 電気事業 29.3 営業取引 

変圧器、開閉 

装置等の販売
19,080 売掛金 3,806 

（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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当連

 
⑧１株当たり情報 

 

結会計年度（自 平成23年4月1日  至 平成24年３月31日現在） 

 

（イ）1株当たり純資産額     189円39銭 

（ロ）1株当たり当期純利益      5円83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 20,086 百万円 

 ② 普通株式に係る純資産額 20,086 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 77 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 106,057 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 617 百万円 

 ② 普通株式に係る当期純利益 617 百万円 

 ③ 普通株式の期中平均株式数 106,058 千株 

 
⑨重要な後発事象 
 
前連結会計年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日現在） 
該当事項はありません。 

 
当連結会計年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日現在） 

当社と東光電気株式会社は、本日開催の両社取締役会の決議に基づき、共同株式移転の方法により共同持株会

社を設立することについて「基本合意書」を締結いたしました。 
本件に関する詳細につきましては、本日15時に開示いたしました「株式会社高岳製作所と東光電気株式会社と

の共同持株会社設立（株式移転）の基本合意締結に関するお知らせ」に記載しておりますのでご参照下さい。 
 
⑩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、資産除去

債務、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23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,694 2,308

受取手形 420 915

売掛金 9,715 10,341

製品 2,289 1,205

仕掛品 5,733 6,548

原材料及び貯蔵品 2,369 2,358

前払費用 27 19

繰延税金資産 378 383

その他 382 408

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 24,009 24,489

固定資産   

有形固定資産   

建物 13,482 13,574

減価償却累計額 △8,775 △9,024

建物（純額） 4,706 4,550

構築物 2,660 2,584

減価償却累計額 △2,073 △2,077

構築物（純額） 586 506

機械及び装置 9,010 9,347

減価償却累計額 △7,628 △8,055

機械及び装置（純額） 1,382 1,292

車両運搬具 220 206

減価償却累計額 △204 △197

車両運搬具（純額） 16 9

工具、器具及び備品 5,840 5,598

減価償却累計額 △5,394 △5,340

工具、器具及び備品（純額） 445 257

土地 4,716 6,335

建設仮勘定 440 －

有形固定資産合計 12,294 12,952

無形固定資産   

ソフトウエア 316 109

その他 44 36

無形固定資産合計 360 145

投資その他の資産   

投資有価証券 461 448

関係会社株式 1,046 787
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

関係会社出資金 97 97

敷金及び保証金 363 259

繰延税金資産 3,257 2,923

その他 130 107

貸倒引当金 △10 △0

投資その他の資産合計 5,344 4,623

固定資産合計 18,000 17,720

資産合計 42,009 42,210

負債の部   

流動負債   

買掛金 8,066 7,890

短期借入金 5,248 5,095

未払金 750 238

未払費用 1,136 959

未払法人税等 422 270

未払消費税等 324 311

前受金 242 495

工事損失引当金 40 61

預り金 73 54

災害損失引当金 167 －

製品保証引当金 － 80

その他 89 0

流動負債合計 16,564 15,458

固定負債   

長期借入金 1,002 1,060

退職給付引当金 7,363 7,693

環境対策引当金 128 128

その他 55 57

固定負債合計 8,548 8,940

負債合計 25,113 24,398
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24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 2,764 2,749

別途積立金 3,226 3,226

繰越利益剰余金 1,525 2,457

利益剰余金合計 9,025 9,942

自己株式 △12 △13

株主資本合計 16,840 17,757

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 56 54

評価・換算差額等合計 56 54

純資産合計 16,896 17,811

負債純資産合計 42,009 42,210
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 （２）損益計算書 
(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 44,168 36,653

売上原価   

製品期首たな卸高 1,657 2,289

当期製品製造原価 35,589 28,591

合計 37,246 30,880

製品期末たな卸高 2,289 1,205

他勘定振替高 252 559

売上原価合計 34,705 29,114

売上総利益 9,463 7,538

販売費及び一般管理費 7,234 6,716

営業利益 2,229 821

営業外収益   

受取利息 3 1

受取配当金 28 1,066

設備賃貸料 302 266

その他 68 62

営業外収益合計 402 1,396

営業外費用   

支払利息 116 79

その他 99 55

営業外費用合計 215 135

経常利益 2,415 2,083

特別利益   

投資有価証券売却益 4 －

ゴルフ会員権売却益 － 2

補助金収入 － 134

災害損失引当金戻入額 － 94

特別利益合計 4 230

特別損失   

固定資産廃棄損 72 38

固定資産売却損 － 1

投資有価証券評価損 13 －

ゴルフ会員権売却損 － 4

ゴルフ会員権評価損 － 11

たな卸資産廃棄損 193 －

事務所移転費用 157 0

環境対策引当金繰入額 35 －

災害による損失 347 6

子会社清算損 － 4

製品保証費用 － 87
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

特別損失合計 820 155

税引前当期純利益 1,600 2,158

法人税、住民税及び事業税 377 373

法人税等調整額 448 337

法人税等合計 825 711

当期純利益 774 1,447
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 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   

当期首残高 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   

当期首残高 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   

当期首残高 2,635 2,764

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 140 －

固定資産圧縮積立金の取崩 △12 △14

当期変動額合計 128 △14

当期末残高 2,764 2,749

固定資産圧縮特別勘定積立金   

当期首残高 140 －

当期変動額   

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 △140 －

当期変動額合計 △140 －

当期末残高 － －

別途積立金   

当期首残高 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   

当期首残高 1,216 1,525
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当期変動額   

剰余金の配当 △477 △530

固定資産圧縮積立金の積立 △140 －

固定資産圧縮積立金の取崩 12 14

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 140 －

当期純利益 774 1,447

当期変動額合計 309 931

当期末残高 1,525 2,457

利益剰余金合計   

当期首残高 8,728 9,025

当期変動額   

剰余金の配当 △477 △530

当期純利益 774 1,447

当期変動額合計 296 917

当期末残高 9,025 9,942

自己株式   

当期首残高 △11 △12

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △0

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 △12 △13

株主資本合計   

当期首残高 16,544 16,840

当期変動額   

剰余金の配当 △477 △530

当期純利益 774 1,447

自己株式の取得 △1 △0

当期変動額合計 295 916

当期末残高 16,840 17,757

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 99 56

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △43 △1

当期変動額合計 △43 △1

当期末残高 56 54
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

純資産合計   

当期首残高 16,643 16,896

当期変動額   

剰余金の配当 △477 △530

当期純利益 774 1,447

自己株式の取得 △1 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △43 △1

当期変動額合計 252 915

当期末残高 16,896 17,811
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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24年6月28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  西川 直志 （現 常務取締役） 

 
２．退任予定代表取締役 
 
代表取締役 常務取締役  藤井 威徳 （当社常勤監査役 就任予定） 
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代表取締役候補  西
にし

 川
かわ

  直
なお

 志
し

 

 
生年月日 昭和３１年４月２７日生 
 
 

略  歴 
 

昭和５４年 ３月    横浜国立大学工学部卒業 

 

昭和５４年 ４月    株式会社高岳製作所入社 

平成 ９年 ６月    同社 小山事業所生産技術部長 

平成１２年 ６月    同社 小山事業所配電機器部長 

平成１５年１０月    同社 電力システム事業本部小山工場変圧器部長 

平成１７年 ７月    同社 理事 電力システム事業本部小山工場副工場長兼同変圧器１部長 

平成１９年 ７月    同社 理事 電力システム事業本部小山工場長 

平成２０年 ６月    同社 取締役 小山工場長 

平成２１年 ６月    同社 取締役執行役員 小山工場長 

平成２２年 ６月    同社 常務取締役 小山工場長 

 

現在に至る 
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