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営業の概況ご挨拶

　株主のみなさまにおかれましては、平素より格
段のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　ここに当社グループ第70期中間報告書をお届け
するにあたりまして、ご挨拶を申しあげます。昨
年の台風関連の豪雨災害により被災されましたみ
なさまに対して、心よりお見舞い申しあげますと
ともに一日も早い復興をお祈りいたします。
　昨年の台風19号により、千曲川流域の広範囲で
浸水被害が発生しました。当社は国道18号アップ
ルライン沿いに多くの事業を展開しており、これ
により７事業所が被災しました。
　株主のみなさまには、多大なるご心配ならびに
ご迷惑をおかけいたしました。被災事業所の一部
であるガソリンスタンドは2019年12月より営業
を再開しており、他事業所も徐々に営業活動を再
開しておりますが、復旧には今しばらく時間がか
かりそうであります。現在は、本年４月ころの完
全再開を目指して日々復興作業に取りかかってお
ります。また、被災に際し、株主さまをはじめ、
多くのステークホルダーのみなさまより過分なる
お見舞いやあたたかいご声援を頂戴し、厚く御礼

申しあげます。
　当中間期における当社グループを取り巻く経
済環境は、企業収益の改善や雇用・所得環境の
改善を背景に緩やかな回復基調で推移したもの
の、上述したとおり台風被害による影響を受け
ております。
　このような情勢のもと当社グループは、営業力
強化と徹底的なコスト管理並びに一日も早い復旧
に全力を傾注してまいりました。
　その結果、売上高および営業利益は前年同期を
下回ったものの、経常利益および親会社株主に帰
属する四半期純利益は前年同期を上回る結果とな
りました。
　今後においては、一日も早い完全復興に向け全
社員一丸となって取り組んでまいる所存でござい
ます。
　株主のみなさまにおかれましては、何卒ご理解
をいただき、今後ともより一層のご支援、ご鞭撻
を賜りますようお願い申しあげます。

～経営理念～

顧客・社員・株主・地域社会に必要とされ、

信頼され、貢献でき、存在感のある

良い会社（グッドカンパニー）を目指す。
　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や
雇用所得環境の改善等を背景に、全体的には緩やかな回復基調で
推移いたしました。一方、米中の通商問題、英国のＥＵ離脱問題
や近隣諸国における地政学リスクの高まり等により、依然として
先行き不透明な状況が続いております。
　このような経営環境の中にあって、当社グループの当第２四半
期連結累計期間の経営成績は、売上高32,545百万円（前年同四
半期比2.7％減）、営業利益607百万円（前年同四半期比11.1％
減）、経常利益802百万円（前年同四半期比27.8％増）、親会社株
主に帰属する四半期純利益389百万円（前年同四半期比25.0％増）
となりました。
事業セグメント別の経営成績の状況

【建設関連事業】
　民間大型工事への建設資材販売が好調であったことに加え、公
共工事においても防災減災関連工事へのオリジナル製品納入が順
調に推移し、増収となりました。
　この結果、建設関連事業の売上高は5,742百万円となりました。

【電設資材事業】
　設備投資案件が減少している状況下にあって積極的な営業活動
を行い、前年同四半期並みの売上を確保しました。
　この結果、電設資材事業の売上高は15,237百万円となりました。

【カーライフ関連事業】
　石油部門では、燃料販売量の減少と豊野ＳＳの台風19号災害に
よる休業により減収となりました。オート部門では、新車、中古
車ともに販売が好調に推移しましたが、台風19号の影響により車
検整備工場が被災し営業休止状態となったため、減収となりました。
　この結果、カーライフ関連事業の売上高は7,371百万円となり
ました。

【住宅・生活関連事業】
　主な事業として、農産物部門では、台風19号の影響により、き
のこ培地の工場が一部稼働できなかったことによる生産不足と天
候不順による青果物の取扱量が減少し、減収となりました。不動
産部門では、建売分譲物件の取扱いが減少し、減収となりました。
　この結果、住宅・生活関連事業の売上高は4,194百万円となり
ました。
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・建設関連事業は、民間大型工事への建設資材販売が好調により増収
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る生産不足と不動産部門で取扱物件の減少により減収
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　2019年11月に、当社若槻サービスステーションは、より便利
で・気軽で・スピーディーにご利用いただけるようセルフサービ
スステーションとしてリニューアルオープンいたしました。
　若槻サービスステーションは、従来から親切ていねいな接客で、
手洗い洗車などが好評な地域密着型のフルサービスの店舗でした。
　この度のリニューアルで、当社初の手洗いコーティング専用ブー
スも併設され、お車をより一層良い条件下で施工をすることが可
能となり大変好評をいただいております。
　セルフ洗車機は、県下最新のセルフ洗車機が導入されておりま
す。高圧ジェット予備洗車に加えモコモコの泡で洗車します。ま
たティアラコートでの厚膜コートは抜群の仕上がりになっており
ます。
　給油はセルフではありますが、常にお客さまに目を、気を配り、
今まで以上のサービスを目指し、お客様に寄り添ったサービスス
テーションにしていきたいと思いますので、今後ともよろしくお
願い申しあげます。

住所　〒381-0042　長野県長野市稲田1丁目13-25
TEL　026-243-9343

若槻ＳＳのセルフリニューアルオープン

四半期連結財務諸表 トピックス

当第2四半期連結累計期間
（2019年7月1日から2019年12月31日まで）
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法人税等合計
非支配株主に帰属する四半期純利益

売上原価
販売費及び一般管理費

27,613
4,324

連結損益計算書の概要 （単位：百万円）
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連結貸借対照表の概要 （単位：百万円）

連結キャッシュ・フロー計算書の概要� （単位：百万円）

（単位：百万円）

科　目
前第2四半期
連結累計期間

（2018年７月１日から）2018年12月31日まで

当第2四半期
連結累計期間

（2019年７月１日から）2019年12月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー △ 305 809

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 823 △ 472

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,057 △ 398

現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 1 △ 1

現金及び現金同等物の増減額 △ 72 △ 62

現金及び現金同等物の期首残高 3,209 3,333

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,137 3,271
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株式の状況（2019年12月31日 現在）会社概要（2019年12月31日 現在）

（注）  1．  当社は自己株式77,403株を所有しておりますが、上記大株主から除いており
ます。

 2．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

1,059名

金融商品取引業者
14名 58千株
3.32％

その他の法人
66名 237千株
13.50％

個人・その他
961名 1,148千株
65.33％

金融機関
12名 234千株
13.35％

自己名義株式
1名 77千株
4.40％

外国法人等
5名 1千株
0.10％

1,758,400株

1単元未満
117名 3千株
0.18％

1単元以上
716名 153千株
8.72％

5単元以上
62名 41千株
2.33％

10単元以上
115名 233千株
13.28％

50単元以上
15名 99千株
5.66％

100単元以上
27名 546千株
31.08％

500単元以上
5名 321千株
18.26％

1,000単元以上
2名 360千株
20.49％

株式の状況 所有者別株式分布状況
https://www.kk-takamisawa.co.jp/
当社グループのさまざまな情報は
こちらでもご覧いただけます。

会社概要

グループ会社

役員

ホームページのご案内

所有株式数別株式分布状況

商 号 株式会社高見澤
設 立 1951年3月29日
資 本 金 1,264,300,000円
従 業 員 数 366名
事業部、営業所等 37拠点

発行可能株式総数………………………… 3,783,000株
発行済株式の総数………………………… 1,758,400株
１ 単 元 の 株 式 数………………………………… 100株
株　　 主 　　数……… 1,059名（前期末比80名減）

大 株 主（ 上 位 10 名 ）
株主名 持株数（千株）持株比率（％）

髙見澤秀茂 225 13.40

髙見澤尊昭 135 8.03

株式会社八十二銀行 83 4.95

髙見澤雅人 57 3.43

髙見澤豊子 52 3.15

長野県信用組合 50 2.97

株式会社SBI証券 45 2.73

高見澤吉晴 42 2.50

髙見澤達郎 35 2.09

髙見澤　洋 35 2.09

常 務 取 締 役 久　保　輝　明

取 締 役 小　林　茂　勝

取 締 役 千　野　巳　明

取 締 役 髙見澤　尊　昭

取 締 役 小　林　正　樹

社 外 取 締 役 松　本　　　清

代表取締役社長 髙見澤　秀　茂

専 務 取 締 役 赤　沼　好　宏

専 務 取 締 役 髙見澤　雅　人

常 務 取 締 役 佐　藤　倫　正

常 務 取 締 役 原　山　稔　明

常 務 取 締 役 米　山　　　剛

常 勤 監 査 役 大　井　文　成

社 外 監 査 役 鴇　澤　　　裕

社 外 監 査 役 金　子　　　肇

連 結 子 会 社 関連会社

社　名 資本金
昭和電機産業株式会社 750百万円
直江津臨港生コン株式会社 50百万円
オギワラ精機株式会社 10百万円
株式会社アグリトライ 44百万円
信州電機産業株式会社 40百万円
株式会社ナガトク 10百万円
株式会社セイブ 10百万円
株式会社スマイルハウス 20百万円
上燃株式会社 10百万円
淄博高見澤混凝土有限公司 3,200万元

社　名 資本金
山東建澤混凝土有限公司 3,000万元



株主メモ
事 業 年 度 毎年7月1日から翌年6月30日まで
基 準 日 毎年6月30日

そのほか必要ある場合には、あらかじめ公告
いたします。

定 時 株 主 総 会 9月中
期末配当金受領株主確定日 6月30日
株 主 名 簿 管 理 人 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
特別口座の口座管理機関
連 絡 先 ・ 郵 送 先

三菱UFJ信託銀行株式会社
（連絡先）
三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部
東京都府中市日鋼町1-1
電話　0120-232-711（通話料無料）

（郵送先）
〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部

公 告 方 法 電子公告の方法により行います。ただし、事
故その他やむを得ない事由によって電子公告
ができない場合は、日本経済新聞に掲載し公
告します。
公告掲載の当社のホームページアドレス
https://www.kk-takamisawa.co.jp/koukoku/

（ご注意）
1.   株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設さ

れている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されて
いる証券会社等にお問合せください。

1.   株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取扱いできませんのでご注意ください。
2.   特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が

口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）
にお問合せください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。

3.   未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

〒380-0813   長野県長野市大字鶴賀字苗間平1605-14 
高見澤ダイヤモンドビル7F

Tel 026-228-0111　Fax 026-227-8046
https://www.kk-takamisawa.co.jp/




