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営業の概況ご挨拶

代表取締役社長

髙見澤 秀茂

　株主のみなさまには平素より格段のご高配を賜り
厚く御礼申しあげます。
　このたびの、新型コロナウイルス感染症の影響を受
けられたにみなさまには、心よりお見舞い申しあげま
すとともに一日も早い回復をお祈り申しあげます。
　ここに当社グループ第71期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。
　当期において当社グループを取り巻く経済環境は、
昨年からの新型コロナウイルス感染症の第4波・第5
波と収束感は全く無く、個人消費が引き続き低迷して
おります。
　一方、一昨年の千曲川流域を襲った台風災害の復
旧工事の発注により、建設関連事業においては、護岸
製品の出荷が本格的になりました。
　このような情勢のもと、当社グループは、積極的な
営業活動と徹底的なコスト管理により収益の拡大に努
めてまいりました。

　この結果、グループ全体では売上高、営業利益、
経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益ともに
前年度を上回ることができました。
　今後、当社グループを取り巻く経営環境は、災害復
旧工事が一段落した後は販売競争の激化や公共工事
の受注競争、民間需要の低迷などが想定されます。
　こうした中、コンプライアンス経営に重点を置き、
安定収益を確保できる経営基盤の確立を全社一丸と
なって取り組んでまいる所存でございます。
　なお、期末配当金につきましては、1株につき普通
配当25円に設立70周年記念配当として25円を加 
え50円とさせていただきましたのでご報告申しあげ
ます。
　株主のみなさまにおかれましては、何卒ご理解いた
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。

２０２１年９月

　当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロ
ナウイルス感染症の世界的な拡大により経済活動は
抑制され、企業収益や個人消費の減退、雇用・所得
環境の悪化など全般的に厳しい状況で推移しまし
た。感染拡大の収束時期が見通せず、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
の当連結会計年度の経営成績は、売上高63,270
百万円（前連結会計年度比1.2％増）、営業利益
1,453百万円（前連結会計年度比35.0％増）、経
常利益1,695百万円（前連結会計年度比23.2％
増）、親会社株主に帰属する当期純利益1,014百万
円（前連結会計年度比24.6％増）となりました。

Point
・  建設関連事業は、災害復旧工事の本格化と土木資材

の納入が好調に推移し増収
・  電設資材事業は、工事案件が減少する中、価格

競争の激化により減収
・  カーライフ関連事業は、新型コロナウイルスの影

響で燃料需要が減少したが、車検と車両販売が順
調に推移し増収

・  住宅・生活関連事業は、土地の自社販売と飲食料
品の家庭内消費が活発なことから増収
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～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。
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事業別セグメントの業績の状況

電 設 資 材 事 業建 設 関 連 事 業 カーライフ関連事業 住宅・生活関連事業

　「令和元年東日本台風」による長野県内被災現場の復旧工
事が本格化するとともに、公共・民間工事へのコンクリー
ト製品など土木資材が好調に推移したことで増収増益とな
りました。
　この結果、建設関連事業の売上高は12,511百万円（前連
結会計年度比5.9％増）、営業利益は545百万円（前連結会
計年度比43.2％増）となりました。

　新型コロナウイルス感染症の影響により、公共・民間と
もに工事案件が減少する状況下にあって、価格競争が一層
激化したことから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28,517百万円（前連
結会計年度比1.8％減）、営業利益は525百万円（前連結会
計年度比1.7％減）となりました。
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　石油部門では、新型コロナウイルス感染症の影響により
燃料需要が減少し、減収減益となりました。オート部門で
は、車検台数及び車両販売が順調に推移したことにより増
収となり、前連結会計年度は「令和元年東日本台風」によ
り車検整備工場が営業休止状態であったことから営業損失
は縮小しました。
　この結果、カーライフ関連事業の売上高は14,157百万円
（前連結会計年度比1.2％増）、営業利益は241百万円（前連
結会計年度比49.2％増）となりました。

　農産物部門では、主にギフト向け出荷が順調に推移し増
収増益となりました。不動産部門では、建売分譲の完成販
売物件が減少した一方で、土地の自社販売が順調に推移し
増収増益となりました。また、飲食料品小売部門では、家
庭内消費が活発であったことから増収増益となりました。
　この結果、住宅・生活関連事業の売上高は8,083百万円
（前連結会計年度比5.5％増）、営業利益は401百万円（前連
結会計年度比120.7％増）となりました。
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株主優待のお知らせ
当社は株主さまご優待として、特産
事業部で製造販売している “なめ茸
「志賀の郷」” をお送りしております。
日本一の産地として有名な長野県
中野市の採りたての新鮮なえのき
茸を、信州産丸大豆を使った杉桶
天然醸造醤油でじっくりと煮込
んだ贅沢ななめ茸です。
ぎっしり詰まったえのき茸の歯
ごたえと、6種類の味をご賞味
していただき、ご意見を頂戴
できれば幸いです。

対 象 株 主 贈 呈 内 容

2021年6月30日現在
200株以上ご所有の株主さま

１名様につき
なめ茸「志賀の郷６本セット」を贈呈

お問合せ先
株式会社 高見澤　総務部
Tel（026）228-0111　Fax（026）227-8046

連結財務諸表

当期
（2020年7月1日から2021年6月30日まで）

2,934 2,840

現金及び
現金同等物の
期首残高

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
現金同等物に
係る換算差額

現金及び
現金同等物の
期末残高

営業活動による
キャッシュ・
フロー

△1,161
△416

1,483

0

当期
（2020年7月1日から2021年6月30日まで）

前期
（2019年7月1日から2020年6月30日まで）

売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に
帰属する
当期純利益

売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に
帰属する
当期純利益

税金等調整前
当期純利益

特別損失

62,519 63,270

1,077
1,376

814

営業外収益

375
営業外費用

134 190
1,594

特別利益

89

1,014

1,695
1,453

売上原価
販売費及び一般管理費

52,894
8,921

491
76
567
12

法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額

法人税等合計
非支配株主に帰属する当期純利益

当期末
（2021年6月30日現在）

前期末
（2020年6月30日現在）

当期末
（2021年6月30日現在）

前期末
（2020年6月30日現在）

現金及び預金
3,283

有形固定資産
12,215
無形固定資産
312

投資その他の資産
2,804

現金及び預金
3,377

有形固定資産
11,810
無形固定資産
373

投資その他の資産
3,123

負債・純資産合計
33,382

負債
21,720

純資産
11,661

負債・純資産合計
33,338

負債
22,736

純資産
10,601

資産合計
33,382

流動資産
18,050

固定資産
15,332

資産合計
33,338

流動資産
18,030

固定資産
15,307

流動負債
14,458
固定負債
8,277

株主資本
9,958
その他の

包括利益累計額
350

非支配株主持分
292

流動負債
13,704
固定負債
8,016

株主資本
10,931
その他の

包括利益累計額
409

非支配株主持分
321

連結損益計算書の概要 （単位：百万円）

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　　　　期

（2019年７月１日から）2020年６月30日まで

当　　　　期

（2020年７月１日から）2021年６月30日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,750 1,483

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 943 △ 1,161

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,172 △ 416

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 △ 366 △ 93

現金及び現金同等物の期首残高 3,300 2,934

現金及び現金同等物の期末残高 2,934 2,840

5 6



トピックス

新車市場上田大屋店

アリーナ上田原店

セルフ大屋SS

カーセブン佐久塚原店

2021年7月　上燃株式会社を吸収合併

台風19号災害復旧にブロック納入で貢献

｢ふぞろいのチーズたち｣が大ヒット

 コンクリート事業部豊田工場

 ラクティライフ事業部

　当社は、2017年4月に長野県上田市に本社を置く上燃株式会社の株式を66.6％取得した後、翌2018年4月に残りの33.4％を取得し上燃株式会社
を完全子会社化いたしました。
　さらに、2021年7月1日を効力発生日として、子会社となった上燃株式会社を吸収合併いたしました。
　上燃株式会社を吸収合併することで、従来の石油事業部とオート事業部を統合し、「石油・オート事業部」と改組して、事業環境の変化やスピードに
対処し、さらに競争力を高め、一層の相乗効果拡大と業務の効率化を図ることが可能となりました。
　これにより、新「石油・オート事業部」は、ガソリンスタンド22店舗、車検整備を行う指定工場3工場と認証工場4工場、配送及び営業拠点4拠点、
自動車販売6店舗、保険課2拠点とソーラー課を展開し、長野県の東北信一帯を網羅する事業グループとなりました。
　今後とも、みなさまへより良いサービスの提供に努めてまいりますので、よろしくお願い申しあげます。

　2019年10月の「令和元年東日本台風」により、当社
豊田工場は浸水被害を受けました。
　豊田工場は災害において必要となる間知ブロックを製造
しており、非常時に地域のインフラを支えることができな
いという大変苦い経験をいたしました。
　しかし、みなさまのご協力により約半年で復旧し、製造
を再開することができました。
　そして、新たに導入した大型積みブロック「CVハーフ」
を製造する機械装置を増設し、県内数10万㎡というブロッ
ク需要に対し、350㎡／日産という県内トップレベルの
製造能力を発揮し、製品を供給することができました。
　また、「新しいブロックは積みやすい」、「施工が早い」、「工
期に間に合った」といった現場の声をいただき、インフラ整
備の一翼を担うものとして役目を果たせ、安堵しております。
　まだまだ地域のインフラの復旧工事は終わっておりませ
んが、今後とも社会及び現場に必要とされるコンクリート
製品メーカーとして努力してまいる所存です。

　ラクティライフ事業部は小諸市の南部、中部横断道佐久北IC付近に位置し、物流の便宜を利用し、北は北海道、南は沖縄まで、乳製品及びチーズケー
キを供給しております。
　2020年2月から販売を開始した「ふぞろいのチーズたち」シリーズ（6種類）が71期に入りさまざまなチャネルのお客様から好評をいただき、ラ
クティライフ事業部始まって以来の大ヒット商品となりました。
　元々はカットチーズ製造時に発生する端材（端の部分及び形状の悪い物）によるフー
ドロス削減をテーマに開発を進めた商材でありますが、サイズ感、お得感、デザイン
等、一定の評価をいただき、「ふぞろいですが、おいしさそのまま。」を謳い文句に、
順調に出荷を伸ばしてまいりました。
　メインターゲットのSM（スーパーマーケット）での販売に加え、新型コロナウイ
ルス対策の巣ごもり需要により活況な食材宅配サービスでも大規模な導入が始まりま
した。また、大手CVS（コンビニエンスストア）においても、九州地区でのテスト販
売が順調に進んだこともあり、近畿、関東地方向けへの出荷が始まり、現在は全国
8,000店舗ほどのCVSでの販売が続いております。
　ご好評をいただいている商品であり、出荷規模増大に伴い、製造方法、検査方法、
管理方法も刷新し、お客様に安心、安全な食材の提供を目指してまいりました。
　今後は「買って楽しい、食べておいしい、カラダにやさしい食材の提供」を目標に
更に社会貢献と健康に寄与し、そしてナチュラルチーズのある生活をお届けしていき
たいと思っております。
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株式の状況（2021年 6 月30日 現在）

（注）  1．  当社は自己株式77,539株を保有しておりますが、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。

1,141名

金融商品取引業者
10名 8千株
0.46％

その他の法人
66名 276千株
15.71％

個人・その他
1,046名 1,155千株
65.69％

金融機関
11名 234千株
13.33％

自己名義株式
1名 77千株
4.41％

外国法人等
7名 7千株
0.40％

1,758,400株

1単元未満
126名 2千株
0.17％

1単元以上
794名 166千株
9.44％

5単元以上
58名 38千株
2.16％

10単元以上
114名 234千株
13.33％

50単元以上
18名 118千株
6.72％

100単元以上
23名 480千株
27.34％

500単元以上
6名 376千株
21.41％

1,000単元以上
2名 341千株
19.43％

株式の状況 所有者別株式分布状況

会社概要

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（2021年6月30日現在）

グループ会社（2021年6月30日現在）

役員（2021年9月28日現在）

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 393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………… 1,141名（前期末比8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 206 12.29

髙見澤尊昭 135 8.03

株式会社八十二銀行 83 4.95

株式会社夢葉 60 3.57

髙見澤雅人 53 3.19

内藤　征吾 52 3.10

長野県信用組合 50 2.97

高見澤吉晴 41 2.44

髙見澤　洋 35 2.09

昭和商事株式会社 27 1.63

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 松　峯　信　夫

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
溜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
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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
告いたします。
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/


