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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

  

第一部【企業情報】

回次 第58期中 第59期中 第60期中 第58期 第59期

会計期間

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 107,035 100,754 97,943 212,698 201,196

経常利益 (百万円) 6,560 5,738 2,668 12,810 6,263

中間(当期)純利益 (百万円) 3,722 3,482 1,169 7,106 1,501

純資産額 (百万円) 193,861 198,365 191,554 195,438 190,511

総資産額 (百万円) 295,150 296,303 285,702 300,054 280,718

１株当たり純資産額 (円) 1,960.32 2,005.85 1,995.36 1,975.94 1,984.37

１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) 37.64 35.21 12.18 71.52 14.98

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 65.7 66.9 67.0 65.1 67.9

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 9,739 93 6,215 24,255 8,879

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △10,165 503 △5,702 △21,984 △6,322

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △777 △788 △839 △2,696 △6,007

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高

(百万円) 25,019 25,956 22,621 25,713 22,469

従業員数 (名) 5,104 4,866 4,596 5,034 4,731



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間(当期)純利益」及び「潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純

利益」については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 

  

回次 第58期中 第59期中 第60期中 第58期 第59期

会計期間

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 60,622 60,000 56,703 121,829 118,208

経常利益 (百万円) 4,053 4,538 2,760 6,844 4,489

中間(当期)純利益 (百万円) 2,351 2,739 1,654 2,500 136

資本金 (百万円) 12,203 12,203 12,203 12,203 12,203

発行済株式総数 (千株) 99,532 99,532 99,532 99,532 99,532

純資産額 (百万円) 179,115 179,626 173,274 178,620 171,868

総資産額 (百万円) 260,103 263,319 253,480 267,707 250,620

１株当たり中間 
(年間)配当額

(円) 9.50 9.50 9.50 19.00 19.00

自己資本比率 (％) 68.9 68.2 68.4 66.7 68.6

従業員数 (名) 2,198 2,174 2,082 2,179 2,151



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。また、主要な関係会社に異動はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成17年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向

者を含む就業人員であります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成17年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

労使関係について特に記載すべき事項はありません。 

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

情報メディア 2,314

オーディオ・ビデオ 435

電池・電器 1,847

合計 4,596

従業員数(名) 2,082



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるグローバル経済は、米国では原油価格の高騰が景気を押し下げ、また、

欧州でも内需低迷により総じて低調に推移しました。アジアでは内需が堅調でしたが、米国向けの輸出

が鈍化し景気は緩やかに減速しました。日本経済は、個人消費などの内需を中心に堅調に推移しまし

た。 

  当社グループの事業環境は、為替レートが円安に推移したものの、製品単価が大幅に下落しているこ

とや原油価格高騰による原材料費の上昇などの影響を受け、厳しい環境で推移しました。 

  このような状況のもとで、当社グループの当中間連結会計期間の売上高は前中間連結会計期間と比べ

て2.8％減（以下の比較はこれに同じ）の97,943百万円となりました。利益面では、生産性向上や原価

低減に努めましたが、営業利益は64.6％減の1,585百万円、経常利益は53.5％減の2,668百万円、中間純

利益は66.4％減の1,169百万円となりました。この結果、1株当たり中間純利益は12円18銭となりまし

た。なお、当中間連結会計期間の平均為替レートは１ドル＝110円でした。  

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

 

情報メディア部門 

コンピュータテープは高記憶容量製品の販売数量増加により、売上高は増加しました。光メディア

は、グローバルでの需要拡大を背景に記録型ＤＶＤの販売数量は増加しましたが、ＣＤ－Ｒ等の他の光

メディアの減少により、光メディア全体の売上高は減少しました。Next Keystone事業(新規事業)関連

では、光学部品が高画素・高機能カメラレンズユニットや自動車搭載用のカメラレンズの拡販により売

上高を伸ばしました。この結果、情報メディア部門全体の売上高はほぼ横ばいの52,945百万円となりま

した。営業利益は生産性の向上や原価低減に努めましたが、製品単価の下落及び原材料費の高騰によ

り、55.4％減の1,121百万円となりました。 

 

オーディオ・ビデオ部門 

ビデオカメラ用テープなどの高付加価値製品へのシフト、顧客ニーズを捉えた商品開発、ブランド力

を活かしたグローバルでの販売展開を図っておりますが、市場全体が縮小しており、オーディオ・ビデ

オ部門全体の売上高は21.2％減の12,905百万円、営業損益は765百万円減少の102百万円の損失となりま

した。 

  

電池・電器部門 

二次電池では、角形リチウムイオン電池が期前半は販売数量が伸びなかったものの、期後半には当社

グループが得意としている高容量タイプを中心に受注が回復し、売上高は増加しました。一次電池で

は、アルカリ乾電池は市場の単価下落の影響を受けましたが新製品が順調に推移し、また、マイクロ電

池は耐熱コイン形リチウム電池の本格出荷を開始したことにより、売上高は増加しました。この結果、

電池・電器部門全体の売上高は1.7％増の32,093百万円となりましたが、営業利益は電器部門の収益性

悪化のため、56.3％減の566百万円となりました。 



所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

 

国内 

コンピュータテープやNext Keystone事業が伸びましたが、オーディオ・ビデオ部門や光メディアの

売上高が減少したことにより、売上高は5.8％減の68,725百万円、営業利益は58.8％減の1,520百万円と

なりました。 

米州 

オーディオ・ビデオ部門の売上高が減少しましたが、記録型ＤＶＤや電池・電器部門の売上高が増加

したことにより、売上高は2.7％増の31,842百万円、営業利益は302.1％増の378百万円となりました。 

欧州 

記録型ＤＶＤや電池・電器部門の売上高が増加しましたが、オーディオ・ビデオ部門やコンピュータ

テープの売上高が減少したことにより、売上高は11.0％減の16,656百万円、営業利益は35.5％減の178

百万円となりました。 

アジア他 

情報メディア部門の売上高は減少しましたが、電池部門の売上高が増加したため、売上高は2.1％増

の12,623百万円、営業利益は71.8％減の85百万円となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、22,621百万円とな

り、前連結会計年度末より152百万円増加しました（前中間連結会計期間は243百万円の増加）。これ

は、営業活動によるキャッシュ・フローが6,215百万円増加したものの、投資活動によるキャッシュ・

フローが5,702百万円減少し、財務活動によるキャッシュ・フローが839百万円減少したことによりま

す。各キャッシュ・フローの状況は次の通りです。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、6,215百万円の増加となりまし

た（前中間連結会計期間は93百万円の増加）。これは主に、税金等調整前中間純利益2,199百万円、減

価償却費4,988百万円による資金の増加と、たな卸資産の増加額2,250百万円による資金の減少等による

ものです。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、5,702百万円の減少となりまし

た（前中間連結会計期間は503百万円の増加）。これは主に、有形固定資産の取得による支出5,134百万

円による資金の減少と、有価証券及び投資有価証券の取得・売却による資金の減少736百万円とによる

ものです。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、839百万円の減少となりました

（前中間連結会計期間は788百万円の減少）。これは、主に配当金の支払いによる支出912百万円による

ものです。 

  



(3)事業等のリスク 

当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性のある主なリスクには、以下のようなものがありま

す。なお、当該事項は当中間連結会計期間末現在において当社グループが判断したものであります。 

①為替相場の変動による影響について 

 当社グループは、日本を含む全世界において事業活動を行っており、海外売上高比率は60％以上と高

く、中でも米州向けは全売上高の約30％を占めております。外貨建て輸出入取引のバランス調整等、為

替レートの変動リスクをヘッジする施策は行っておりますが、急激な為替レートの変動が業績に影響を

及ぼす可能性があります。 

②競合状況等の影響について 

 当社グループは、情報メディア、オーディオ・ビデオ、電池及びこれらの応用電気器具の製造・販売

を主な事業内容としております。取り扱っております製品の市場における競合状況は日々変化してお

り、競争の激化による価格の下落等が業績に影響を及ぼす可能性があります。 

③材料費等の変動による影響について 

 当社グループの製品は、石油化学製品を原材料としているものが多く、また、一部の製品において希

少な物質を原材料としているものがあります。安定供給が可能な材料を用いた製品の開発などの対策を

行っておりますが、原油価格の高騰や投機的な取引などによる原材料価格の上昇が業績に影響を及ぼす

可能性があります。 

④災害等による影響 

 当社グループの生産・販売活動は全世界で展開しております。地震及び洪水等の自然災害、火災、戦

争、テロ及び暴動等が起こった場合、当社グループの販売活動の停滞や生産設備等への損害などによ

り、業績に影響を及ぼす可能性があります。  

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 

  

 
(注) １ セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２ 金額は、販売価格によっております。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

４ 生産実績には、完成品仕入にかかわる生産実績を含めており、仕入実績は次のとおりであります。 

  

 
  

(2) 受注状況 

当社及び連結子会社の主要製品は、見込み生産のため記載を省略しております。 

  

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 

  

 
(注) １ セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％)

情報メディア 51,265 △5.3

オーディオ・ビデオ 12,029 △29.6

電池・電器 27,053 △4.7

合計 90,347 △9.3

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％)

情報メディア 11,434 ＋7.9

オーディオ・ビデオ 6,304 ＋3.2

電池・電器 2,289 △3.8

合計 20,027 ＋5.0

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％)

情報メディア 52,945 ＋0.2

オーディオ・ビデオ 12,905 △21.2

電池・電器 32,093 ＋1.7

合計 97,943 △2.8



３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更及び新たに生じた

課題はありませんが、概ね次のとおりであります。 

 当社グループでは、「企業価値向上によるステークホルダーへの最大限の還元」を経営ビジョンとし

た、中期経営戦略を昨年よりスタートさせました。企業は全てのステークホルダーとの良好な関係を高め

ることでその存在を保っており、「ステークホルダーへの還元」とは、顧客に対しては高性能、高品質の

製品やサービスを提供すること、株主、投資家に対しては適正な利益還元や株価水準を高めること、従業

員に対しては適正な報酬体系と働きやすい環境を整備すること、そして社会に対しては企業の社会的責任

を果たすことであると考えております。そして、個々のステークホルダーへの還元だけに留まらず、それ

ぞれへの還元が一連のサイクルの中で関係し合い、新たな価値が創出されることが企業価値向上につなが

るものと認識し、そのような企業経営を実践することを当社グループの経営ビジョンといたしました。 

  この経営ビジョンのもと中期経営目標を売上高2,500億円、営業利益率７％、ＲＯＡ７％としておりま

す。中期経営目標の達成に向けて「効率の徹底追求」「基盤事業の更なる強化」「Next Keystone事業の

早期事業化」「グローバルオペレーションの一層の強化」「社会的責任(CSR)を意識した企業経営」を中

心とした施策を進めております。 

 

①効率の徹底追求 

 事業環境が大きく変化する中で一層の経営体質強化を目的に、全社的な活動としてあらゆる面において

効率の徹底を図ってまいります。具体的には、本社機能と事業部機能の再構築により経営力を強化し、適

正な人員配置や効率的な配置転換の実施、IT化の推進による業務効率の向上、設計開発力と生産技術力の

融合により高生産性を追及した設備投資効率の向上、研究開発の選択と集中による開発スピードと研究開

発投資効率の向上、さらにはグループ経営の強化と運営効率向上などを実施してまいります。 

 

②基盤事業の更なる強化 

 当社グループの基盤事業としては「記録メディア事業」「電池事業」がありますが、これまで以上に効

率的に経営のリソースを投下して、新製品の早期開発や新市場への展開などにより基盤事業の更なる強化

を図るとともに、開発から生産、販売までの全ての面において根本的な改革を推進し収益力向上に注力し

てまいります。 

 

③Next Keystone事業の早期事業化 

 当社グループでは、事業の基本領域である「メモリー＆モバイル」周辺において当社グループのコア技

術を活用した新規事業への展開を積極的に行ってまいりました。新規事業である「Next Keystone事業」

の早期事業化に注力し、新しい収益の源泉に育ててまいります。 

 「Next Keystone事業」とは「革新的かつ先端的な新規製品を世の中に提供して価値を創出する事業」

と定義しており、コア技術を応用した「光学部品」「ネットワークデバイス」「機能性材料」の３つのカ

テゴリーとしております。これら３つのカテゴリーには、今後積極的に経営リソースの投下を行い、ユビ

キタス社会で一層の成長が期待できる「モバイルIT機器」「自動車」「医療」「セキュリティ」「公共・

教育」といった分野を視野に入れた事業展開を行ってまいります。  

 

④グローバルオペレーションの一層の強化 

 市場のグローバル化はコンシューマ市場においても急速に進行しております。特に近年、中・東欧、中

国を含むアジア市場は急展開しております。当社グループは、海外市場での売上高60％以上を誇り、「世

界のマクセル」を築いてきました。今後も成長が期待できる中・東欧地域、中国・アジア地域に販売拠点

の新設と充実を進め、日本、欧米を加えた全世界での宣伝活動と業務オペレーションの効率化を一層強化

してまいります。さらに、材料、製品調達の面においてもグローバルでの調達を強化してまいります。 

  



⑤社会的責任(CSR)を意識した企業経営 

 環境保全に配慮した事業活動や社会貢献活動などによる社会的責任への取り組みも、企業経営における

最重要課題の一つと認識しております。 

 環境保全に配慮した事業活動においては、環境行動計画を毎年策定し、「製品の環境配慮」「生産の環

境配慮」などを中心に、目標を定めた環境保全活動を実施しており、持続可能な資源循環型社会の構築を

目指した環境経営を積極的に行ってまいります。さらに、コーポレート・ガバナンスの強化によるコンプ

ライアンス経営の遂行や地域社会との共生を目指した活動を通じて、企業の社会的責任を意識した企業経

営を継続して行ってまいります。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

当社グループでは、当社の技術統轄本部が各事業グループの設計開発部門と一体となって当社グループ

の保有する技術と当社の総合力を活かした研究開発活動を行っております。また日立グループとの有機的

な連携を推進し、さらに当社グループ外の企業とも積極的にアライアンスを組むことや産官学連携の活用

により、一層の技術革新を推進しております。 

当中間連結会計期間におけるグループ全体の研究開発費は4,114百万円であり、各部門の研究開発活動

及び研究開発費は次のとおりであります。  

  

情報メディア部門 

 記録メディアにつきましては、当社技術統轄本部とテープ製品事業グループ及びディスク製品事業グル

ープ設計開発部門が一体となって、コンピュータテープなどのデジタル磁気テープとＤＶＤなどの光ディ

スクの開発、ならびに、ナノマテリアルや機能性フィルムの研究開発を推進しております。当中間連結会

計期間においては、コンピュータテープで１巻当たり10TBを超える記憶容量を可能とする磁性体

「NanoCAP※１」、ＣＤサイズで記憶容量が100GBを超える光ディスクや磁気ディスクの基盤技術、150Mbps

を超える高速で書き換えができる「BCM※２相変化記録膜材料」、ディスク記録層に立体的にデータを記録

するホログラム技術などの研究開発を進めてまいりました。 

 商品化を達成したものとしては、ハイエンドバックアップ用コンピュータテープのIBM 3590フォーマッ

トと互換性のある「マクセル3590Extendedテープカートリッジ」(最大記憶容量 60GB)、片面に２層の記

録膜を持たせ、連続215分(8.5GB)の長時間録画を可能にした「DVD+R DL(Double Layer)ディスク」、高感

度化したLTHS(Low Thermal Interference and High Sensitivity)記録膜を採用し、高速記録時に起きる

熱干渉を抑えることで、高速記録を可能にした「16倍速記録対応DVD-Rディスク」、HR(High-speed 

Response)相変化記録膜を採用し、高速でも安定した記録・再生を実現した「６倍速記録対応DVD-RWディ

スク」などがあります。さらに、株式会社林原生物化学研究所、三菱化学メディア株式会社、株式会社東

芝の３社が共同開発した新有機色素を採用した、次世代ＤＶＤ規格である「HD DVD-Rディスク」(１層

15GB)の量産試作に成功し、今後の量産化の目処をつけました。 

 Next Keystone事業関連では、当社技術統轄本部とコンポーネンツ事業グループ設計開発部門、ならび

に当社グループ会社の設計開発部門が連携し、電子デバイスのほか、光ディスク・ドライブ用やマイク

ロ・カメラ用の光学レンズなどの研究開発を推進しております。当中間連結会計期間においては、光学系

の小型化・モジュール化と電子部品・回路基板の小型化によって、よりスリムでスタイリッシュになった

アノト式デジタルペンのニューモデル「DP-201」の出荷を開始いたしました。情報メディア部門に係る研



究開発費は2,684百万円であります。  

  

オーディオ・ビデオ部門 

当社のテープ製品事業グループ設計部門が、MDやオーディオテープ、ビデオテープの開発を担当してお

ります。当中間連結会計期間においては、「イロアソビ」をコンセプトに、パステル調の５色カラーシェ

ルと10色カラーラベルを組み合わせることで、５枚パック品の場合で最大50通りの色のバリエーションを

楽しむことができる、録画用ＭＤ「iro×iro×iro(イロ、イロイロ)」を商品化いたしました。オーディ

オ・ビデオ部門に係る研究開発費は32百万円であります。  

  

電池・電器部門 

当社技術統轄本部とエナジーソリューション事業グループ設計開発部門が協力し、乾電池、ボタン形電

池、コイン形電池などの一次電池、リチウムイオン電池、ニッケル水素電池、ポリマーリチウムイオン電

池などの二次電池及び携帯用途燃料電池などの新型電池の研究開発を推進しております。当中間連結会計

期間においては、一次電池の高性能化・高容量化や、二次電池では角形リチウムイオン電池の薄型化・高

容量化などの研究開発を進めました。 

 商品化を達成したものとしては、自然劣化を抑え保存性能を高めたことにより使用推奨期限５年を実現

し、放電性能を総合的に向上させたアルカリ乾電池New「ダイナミック」(単１形～単４形)、酸化銀電池

として世界で初めて※３正極缶に金メッキを施し、機器動作の安定性を向上させるとともに、負極集電体

防食技術や耐腐食性を有する亜鉛合金の開発により、従来品と同等の長期保存性を達成しながらも負極材

料で微量に使用されている水銀・鉛を０(ゼロ)にすることで環境負荷軽減を実現した酸化銀電池「SRボタ

ン電池」を発売いたしました。電池・電器部門に係る研究開発費は1,398百万円であります。 

 

※１ NanoCAP(Nano Composite Advanced Particles)：ナノキャップ 

※２ BCM：Bismuth Coupling Material 

※３ 正極缶表面に対する金メッキ処理を施したボタン形酸化銀電池において。平成17年７月現在。当社

調べ。  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備計画の完了 

前連結会計年度末に計画していた設備計画のうち、当中間連結会計期間に完了したものは、次のとお

りであります。 

  

 
  

(2) 重要な設備の新設等 

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設等は次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 金額には消費税等を含んでおりません。 

２ 当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設等について、重要な変更はあ

りません。 

会社名・(所在地) 
事業所名

事業の種類別 
セグメントの名称

設備の内容
投資額
(百万円)

完了年月

日立マクセル㈱ 
京都事業所 
（京都府大山崎町他）

情報メディア 
オーディオ・ビデオ 
電池・電器

磁気記録媒体生産設備
リチウムイオン電池生産設備

619 平成17年９月

日立マクセル㈱ 
筑波事業所 
（茨城県水海道市他）

情報メディア
磁気記録媒体生産設備
光ディスク生産設備 
光学部品生産設備

848 平成17年９月

日立マクセル㈱ 
大阪事業所 
（大阪府茨木市他）

電池・電器 電池生産設備 126 平成17年９月

会社名・(所在地) 
事業所名

事業の種類別
セグメントの 
名称

設備の内容

投資予定額
資金調達
方法

着手及び完了予定

総額
(百万円)

既支払額
(百万円)

着手 完了

日立マクセル㈱ 
京都事業所 
（京都府大山崎町他）

情報メディア 
オーディオ・ビデオ 
電池・電器

磁気記録媒体生産設備
リチウムイオン電池生産設備

991 721 自己資金
平成17年 
 ９月

平成18年
 12月

日立マクセル㈱ 
筑波事業所 
（茨城県水海道市他）

情報メディア
磁気記録媒体生産設備
光ディスク生産設備 
光学部品生産設備

728 606 自己資金
平成17年 
 ６月

平成17年
 10月

日立マクセル㈱ 
本社 
（東京都千代田区他）

全社的管理業務・
販売業務

その他設備 967 292 自己資金
平成17年 
 ６月

平成19年
 ８月



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
(注) 「株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる」旨定款に定めております。 

  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

種類 会社が発行する株式の総数(株)

普通株式 284,800,000

計 284,800,000

種類
中間会計期間末現在 
発行数(株) 

(平成17年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成17年12月19日)
上場証券取引所名 内容

普通株式 99,532,133 99,532,133

東京証券取引所
(市場第一部) 
大阪証券取引所 
(市場第一部)

―

計 99,532,133 99,532,133 ― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 
(百万円)

平成17年４月１日 
～平成17年９月30日

― 99,532 ― 12,203 ― 22,325



(4) 【大株主の状況】 

平成17年９月30日現在 

 
(注) １ 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。 

 
２ 当社は自己株式を3,532千株保有しております。 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

株式会社日立製作所 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 51,132 51.37

日本トラスティ・サービス 
信託銀行株式会社

東京都中央区晴海一丁目８番11号 6,215 6.24

日本マスタートラスト信託銀行 
株式会社

東京都港区浜松町二丁目11番３号 3,845 3.86

カリヨン パリ オーディナリー ア
カウント 
(常任代理人 株式会社東京三菱銀
行)

96, BOULEVARD HAUSSMAN F-75008 
PARIS FRANCE 
(東京都千代田区丸の内二丁目７番１号)

1,531 1.54

ステート ストリート バンク 
アンド トラスト カンパニー 
505019 
(常任代理人 株式会社みずほコー
ポレート銀行 兜町証券決済業務
室)

AIB INTERNATIONAL CENTRE P.O. 
BOX 518 IFSC DUBLIN,IRELAND 
(東京都中央区日本橋兜町六丁目７番地)

1,496 1.50

資産管理サービス信託銀行 
株式会社

東京都中央区晴海一丁目８番12号 1,351 1.36

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 855 0.86

ザ バンク オブ ニューヨーク ト
リーティー ジャスディック アカ
ウント 
(常任代理人 株式会社東京三菱銀
行)

AVENUE DES ARTS, 35 KUNSTLAAN,
1040 BRUSSELS,BELGIUM 
(東京都千代田区丸の内二丁目７番１号)

764 0.77

野村信託銀行株式会社 東京都千代田区大手町二丁目２番２号 714 0.72

ジェーピーモルガンチェース シ
ーアールイーエフ ジャスディッ
ク レンディング アカウント 
(常任代理人 株式会社東京三菱銀
行)

730 THIRD AVENUE NEW YORK 
NY 10017, USA 
(東京都千代田区丸の内二丁目７番１号)

647 0.65

計 ― 68,554 68.88

日本トラスティ・サービス 
信託銀行株式会社

4,826千株
日本マスタートラスト
信託銀行株式会社

3,247千株

資産管理サービス 
信託銀行株式会社

529千株 野村信託銀行株式会社 714千株



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年９月30日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が5,000株(議決権50個)含ま

れております。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式４株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成17年９月30日現在 

 
  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありませ

ん。 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式

3,532,400
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

95,946,900
959,469 ―

単元未満株式  
普通株式 52,833 ― ―

発行済株式総数 99,532,133 ― ―

総株主の議決権 ― 959,469 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 
(株)

他人名義
所有株式数 
(株)

所有株式数
の合計 
(株)

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
日立マクセル株式会社

大阪府茨木市丑寅 
一丁目１番88号

3,532,400 ― 3,532,400 3.55

計 ― 3,532,400 ― 3,532,400 3.55

月別
平成17年 
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 1,462 1,420 1,333 1,350 1,418 1,469

最低(円) 1,351 1,310 1,290 1,297 1,328 1,365



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間連結会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)については、「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16年１月30日内閣府令第

５号）附則第３項のただし書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)については、「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16年１月30日内閣府令第５

号）附則第３項のただし書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成16年４月１日から平成16年

９月30日まで)及び当中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の中間連結財務諸

表並びに前中間会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成17年４

月１日から平成17年９月30日まで)の中間財務諸表について、新日本監査法人の中間監査を受けておりま

す。 



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

前中間連結会計期間末

(平成16年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 10,367 11,774 11,225

 ２ 受取手形及び
   売掛金

40,150 38,278 37,040

 ３ 有価証券 19,540 26,539 19,688

 ４ たな卸資産 31,986 30,146 27,541

 ５ 繰延税金資産 7,029 8,185 8,202

 ６ その他 7,172 9,318 6,810

 ７ 貸倒引当金 △979 △691 △618

   流動資産合計 115,265 38.9 123,549 43.2 109,888 39.1

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 建物及び
    構築物

26,066 24,373 24,914

  (2) 機械装置及び
    運搬具

19,922 18,325 19,399

  (3) 土地 33,524 32,127 32,133

  (4) 建設仮勘定 3,458 2,476 2,354

  (5) その他 4,243 87,213 29.4 3,940 81,241 28.5 3,944 82,744 29.5

 ２ 無形固定資産 2,065 0.7 1,724 0.6 1,771 0.6

 ３ 投資その他の
   資産

  (1) 投資有価証券 78,430 71,038 76,190

  (2) 繰延税金資産 10,527 8,670 9,410

  (3) その他 4,480 3,818 5,051

  (4) 貸倒引当金 △1,677 91,760 31.0 △4,338 79,188 27.7 △4,336 86,315 30.8

   固定資産合計 181,038 61.1 162,153 56.8 170,830 60.9

   資産合計 296,303 100.0 285,702 100.0 280,718 100.0 



 

前中間連結会計期間末

(平成16年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び買掛金 16,801 18,719 17,918

 ２ 短期借入金 1,714 1,523 1,357

 ３ 一年以内に償還予定 
 の社債

― 20,000 ―

 ４ 未払金 5,558 5,991 5,012

 ５ 未払費用 18,188 21,543 19,447

 ６ 未払法人税等 2,100 911 408

 ７ その他 2,209 3,146 2,486

   流動負債合計 46,570 15.8 71,833 25.2 46,628 16.6

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 30,000 10,000 30,000

 ２ 退職給付引当金 17,169 9,078 8,910

 ３ 役員退職慰労引当金 483 553 556

 ４ その他 3,623 2,684 4,013

   固定負債合計 51,275 17.3 22,315 7.8 43,479 15.5

   負債合計 97,845 33.1 94,148 33.0 90,107 32.1

(少数株主持分)

  少数株主持分 93 0.0 ― ― 100 0.0

(資本の部)

Ⅰ 資本金 12,203 4.1 12,203 4.3 12,203 4.3

Ⅱ 資本剰余金 22,325 7.5 22,325 7.8 22,325 8.0

Ⅲ 利益剰余金 170,889 57.7 167,572 58.7 167,969 59.8

Ⅳ その他有価証券
  評価差額金

△1,563 △0.5 △1,150 △0.4 △1,844 △0.6

Ⅴ 為替換算調整勘定 △4,428 △1.5 △4,371 △1.6 △5,106 △1.8

Ⅵ 自己株式 △1,061 △0.4 △5,025 △1.8 △5,036 △1.8

   資本合計 198,365 66.9 191,554 67.0 190,511 67.9

   負債・少数株主
   持分及び資本合計

296,303 100.0 285,702 100.0 280,718 100.0 



② 【中間連結損益計算書】 

  

 

前中間連結会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 100,754 100.0 97,943 100.0 201,196 100.0 

Ⅱ 売上原価 67,947 67.4 67,537 69.0 137,391 68.3

   売上総利益 32,807 32.6 30,406 31.0 63,805 31.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 荷造発送費 3,265 3,418 6,885

 ２ 販売促進費 3,412 3,430 6,855

 ３ 広告宣伝費 2,027 1,709 3,754

 ４ 給与諸手当 5,228 5,168 10,420

 ５ 退職給付費用 642 501 1,157

 ６ 役員退職慰労
   引当金繰入額

81 78 154

 ７ 支払特許料 4,841 5,227 9,520

 ８ 減価償却費 1,065 871 2,056

 ９ その他 7,774 28,335 28.2 8,419 28,821 29.4 18,206 59,007 29.3

   営業利益 4,472 4.4 1,585 1.6 4,798 2.4

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 1,104 1,155 2,296

 ２ 受取配当金 20 17 36

 ３ 持分法による 
 投資利益

22 81 183

 ４ 賃貸料収入 409 399 806

 ５ 為替差益 368 22 ―

 ６ 雑収益 337 2,260 2.3 416 2,090 2.1 922 4,243 2.1

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 481 489 991

 ２ 売上割引 133 137 305

 ３ 賃貸料原価 125 111 ―

 ４ 雑損失 255 994 1.0 270 1,007 1.0 1,482 2,778 1.4

   経常利益 5,738 5.7 2,668 2.7 6,263 3.1

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※１ 12 16 22

 ２ 投資有価証券売却益 540 ― 540

 ３ ゴルフ会員権売却益 ― ― 1

 ４ 厚生年金基金代行 
 部分返上益

― 552 0.5 ― 16 0.0 4,947 5,510 2.7

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却売却損 ※２ 132 473 1,772

 ２ 固定資産減損損失 ※３ ― 12 2,313

 ３ 投資有価証券売却損 11 ― 12

 ４ 投資有価証券評価損 564 ― 528

 ５ 貸倒引当金繰入額 ― ― 2,661

 ６ ゴルフ会員権売却損 ― ― 1

 ７ ゴルフ会員権評価損 1 ― 2

 ８ 事業構造改善費用 ※４ ― 708 0.7 ― 485 0.5 2,034 9,323 4.6

   税金等調整前
   中間(当期)純利益

5,582 5.5 2,199 2.2 2,450 1.2

   法人税、住民税
   及び事業税

1,276 717 31

   法人税等調整額 817 2,093 2.0 308 1,025 1.0 903 934 0.5

   少数株主利益 7 0.0 5 0.0 15 0.0

   中間(当期)純利益 3,482 3.5 1,169 1.2 1,501 0.7



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

（資本剰余金の部）

Ⅰ 資本剰余金期首残高 22,325 22,325 22,325

Ⅱ 資本剰余金増加高

   自己株式処分差益 0 0 ― ― 0 0

Ⅲ 資本剰余金減少高

   自己株式処分差損 ― ― 0 0 ― ―

Ⅳ 資本剰余金中間期末(期末) 
  残高

22,325 22,325 22,325

（利益剰余金の部）

Ⅰ 利益剰余金期首残高 168,383 167,969 168,383

Ⅱ 利益剰余金増加高

   中間(当期)純利益 3,482 3,482 1,169 1,169 1,501 1,501

Ⅲ 利益剰余金減少高

 １ 配当金 940 912 1,879

 ２ 取締役賞与金 36 28 36

 ３ その他 ※１ ― 976 626 1,566 ― 1,915

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末) 
  残高

170,889 167,572 167,969



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

前中間連結会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ
・フロー計算書

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー
 １ 税金等調整前 
   中間(当期)純利益

5,582 2,199 2,450

 ２ 減価償却費 5,352 4,988 11,505
 ３ 固定資産減損損失 ― 12 2,313
 ４ 退職給付引当金の増加額  
   （△減少額）       

429 173 △7,830

 ５ 役員退職慰労引当金の 
   増加額(△減少額)

△5 △6 68

   ６ 貸倒引当金の増加額      
       (△減少額)

― 65 2,126

 ７ 受取利息及び受取配当金 △1,124 △1,172 △2,332
 ８ 支払利息 481 489 991
 ９ 持分法による投資利益 △22 △81 △183
 10 投資有価証券売却益 △540 ― △540
 11  固定資産売却益  △12 ― ―
 12 固定資産除却売却損 132 473 1,772
 13 売上債権の減少額 
   (△増加額)

△998 △601 1,772

 14 たな卸資産の減少額 
   (△増加額)

△1,313 △2,250 2,784

 15 仕入債務の増加額 
   (△減少額)

△3,721 △69 △2,221

 16 未払費用の増加額 
   (△減少額)

△760 1,836 781

 17 役員賞与の支払額 △37 △29 △36
 18 その他 237 △279 △993
    小計 3,681 5,748 12,427
 19 利息及び配当金の受取額 1,088 1,337 2,246
 20 利息の支払額 △465 △469 △989
 21 法人税等の支払額 △4,211 △401 △4,805
   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

93 6,215 8,879

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー
 １ 定期預金の預入 
   による支出

△40 ― △440

 ２ 定期預金の払戻 
   による収入

1 300 142

 ３ 有価証券の取得 
   による支出

△6,500 △5,000 △12,000

 ４ 有価証券の売却 
   による収入

15,000 1,500 22,600

 ５ 有形固定資産 
   の取得による支出

△8,686 △5,134 △15,939

 ６ 有形固定資産 
   の売却による収入

312 29 1,906

 ７ 投資有価証券 
   の取得による支出

△6,593 △7,028 △11,596

 ８ 投資有価証券の 
   売却による収入

7,050 9,792 9,251

 ９ 関係会社の清算 
   による収入

88 ― 88

 10 貸付けによる支出 △20 △94 △22
 11 貸付金の回収による収入 14 13 26
 12 その他 △123 △80 △338
   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

503 △5,702 △6,322



 
  

前中間連結会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ
・フロー計算書

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の増加額 299 62 138

 ２ 長期借入金の 
   返済による支出

△150 ― △294

 ３ 配当金の支払額 △940 △912 △1,879

 ４ 自己株式の取得 
   による支出

△1 △1 △3,976

 ５ 自己株式の売却 
   による収入

4 12 4

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

△788 △839 △6,007

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額

435 478 206

Ⅴ 現金及び現金同等物 
  の増加額(△減少額)

243 152 △3,244

Ⅵ 現金及び現金同等物 
  の期首残高

25,713 22,469 25,713

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

25,956 22,621 22,469



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 

１ 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 21社

主要な連結子会社の名称

九州日立マクセル㈱

マクセル精器㈱

マクセル北陸精器㈱

㈱マクセルハイテック

㈱東伸精工

㈱マクセル商事

㈱マクセルライフ

Maxell Corporation of 

America

Maxell Europe Ltd.

Maxell Asia, Ltd.

Maxell Electronics

(Malaysia)Sdn. Bhd.

Maxell Asia(Singapore)

Pte. Ltd.

無錫日立マクセル有限公司

 

１ 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 21社

主要な連結子会社の名称

九州日立マクセル㈱

マクセル精器㈱

マクセル北陸精器㈱

㈱マクセルハイテック

㈱東伸精工

㈱マクセル商事

㈱マクセルライフ

Maxell Corporation of 

America

Maxell Europe Ltd.

Maxell Asia, Ltd.

Maxell Electronics

(Malaysia)Sdn. Bhd.

Maxell Asia(Singapore)

Pte. Ltd.

無錫日立マクセル有限公司

 

１ 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 21社

主要な連結子会社の名称

九州日立マクセル㈱

マクセル精器㈱

マクセル北陸精器㈱

㈱マクセルハイテック

㈱東伸精工

㈱マクセル商事

㈱マクセルライフ

Maxell Corporation of 

America

Maxell Europe Ltd.

Maxell Asia, Ltd.

Maxell Electronics

(Malaysia)Sdn. Bhd.

Maxell Asia(Singapore)

Pte. Ltd.

無錫日立マクセル有限公司

 (2) 主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社の名称

㈱マクセルビジネス

サービス

マクセルロジスティクス㈱

マクセルソフトエンジニア

リング㈱

 (2) 主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社の名称

㈱マクセルビジネス

サービス

マクセルロジスティクス㈱

マクセルソフトエンジニア

リング㈱

 (2) 主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社の名称

㈱マクセルビジネス

サービス

マクセルロジスティクス㈱

マクセルソフトエンジニア

リング㈱

   (連結の範囲から除いた理由)

 非連結子会社11社は、いず

れも小規模であり、合計の総

資産、売上高、中間純損益

(持分に見合う額)及び利益剰

余金(持分に見合う額)等はい

ずれも中間連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしておりませ

ん。

   (連結の範囲から除いた理由)

 非連結子会社11社は、いず

れも小規模であり、合計の総

資産、売上高、中間純損益

(持分に見合う額)及び利益剰

余金(持分に見合う額)等はい

ずれも中間連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしておりませ

ん。

   (連結の範囲から除いた理由)

 非連結子会社11社は、いず

れも小規模であり、合計の総

資産、売上高、当期純損益

(持分に見合う額)及び利益剰

余金(持分に見合う額)等はい

ずれも連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしておりません。



前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 

２ 持分法の適用に関する事項

 (1) 持分法適用の非連結子会社数

11社

 非連結子会社については、

すべて持分法を適用しており

ます。

 主要な非連結子会社は次の

とおりであります。

㈱マクセルビジネス 

サービス 

マクセルロジスティクス㈱

マクセルソフトエンジニア

リング㈱

 前連結会計年度において持

分法を適用しておりました非

連結子会社のうち、１社を清

算致しました。

 

２ 持分法の適用に関する事項

 (1) 持分法適用の非連結子会社数

11社

 非連結子会社については、

すべて持分法を適用しており

ます。

 主要な非連結子会社は次の

とおりであります。

㈱マクセルビジネス 

サービス 

マクセルロジスティクス㈱

マクセルソフトエンジニア

リング㈱

 

２ 持分法の適用に関する事項

 (1) 持分法適用の非連結子会社数

11社

 非連結子会社については、

すべて持分法を適用しており

ます。

 主要な非連結子会社は次の

とおりであります。

㈱マクセルビジネス 

サービス 

マクセルロジスティクス㈱

マクセルソフトエンジニア

リング㈱

 また、持分法を適用してお

りました非連結子会社のう

ち、１社を清算致しました。

 (2) 持分法適用の関連会社数

２社

 主要な持分法適用の関連会

社は次のとおりであります。

エイブリィ デニソン 

マクセル㈱

 (2) 持分法適用の関連会社数

２社

 主要な持分法適用の関連会

社は次のとおりであります。

エイブリィ デニソン 

マクセル㈱

 (2) 持分法適用の関連会社数

２社

 主要な持分法適用の関連会

社は次のとおりであります。

エイブリィ デニソン 

マクセル㈱

 (3) 持分法を適用していない関連

会社

 持分法を適用していない関

連会社(Next Media Holdings 

Ltd.)は、中間連結純損益及

び利益剰余金等に及ぼす影響

が軽微であり、かつ全体とし

ても重要性がないため、持分

法の適用範囲から除外してお

ります。

 (3) 持分法を適用していない関連

会社

 持分法を適用していない関

連会社(Next Media Holdings 

Ltd.)は、中間連結純損益及

び利益剰余金等に及ぼす影響

が軽微であり、かつ全体とし

ても重要性がないため、持分

法の適用範囲から除外してお

ります。

 (3) 持分法を適用していない関連

会社

 持分法を適用していない関

連会社(Next Media Holdings 

Ltd.)は、連結純損益及び利

益剰余金等に及ぼす影響が軽

微であり、かつ全体としても

重要性がないため、持分法の

適用範囲から除外しておりま

す。

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

 連結子会社の中間決算日は、

無錫日立マクセル有限公司及び

マクセル(上海)貿易有限公司を

除きすべて中間連結決算日と一

致しております。

 無錫日立マクセル有限公司及

びマクセル(上海)貿易有限公司

の中間決算日は６月30日であり

ますが、9月30日現在で実施し

た仮決算に基づく中間財務諸表

を使用しております。

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

 連結子会社の中間決算日は、

無錫日立マクセル有限公司及び

マクセル(上海)貿易有限公司を

除きすべて中間連結決算日と一

致しております。

 無錫日立マクセル有限公司及

びマクセル(上海)貿易有限公司

の中間決算日は６月30日であり

ますが、9月30日現在で実施し

た仮決算に基づく中間財務諸表

を使用しております。

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項

 連結子会社の決算日は、無錫

日立マクセル有限公司及びマク

セル(上海)貿易有限公司を除き

すべて連結決算日と一致してお

ります。

 無錫日立マクセル有限公司及

びマクセル(上海)貿易有限公司

の決算日は12月31日であります

が、３月31日現在で実施した仮

決算に基づく財務諸表を使用し

ております。



 

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

  ① 有価証券

満期保有目的の債券

 償却原価法(定額法)

子会社株式及び関連会社株

式

 移動平均法による原価法

その他有価証券

 時価のあるもの

  中間決算日の市場価格

等に基づく時価法(評

価差額は全部資本直入

法により処理し、売却

原価は移動平均法によ

り算定 しておりま

す。)

 時価のないもの

  移動平均法による原価

法

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

  ① 有価証券

満期保有目的の債券

 償却原価法(定額法)

子会社株式及び関連会社株

式

 移動平均法による原価法

その他有価証券

 時価のあるもの

  中間決算日の市場価格

等に基づく時価法(評

価差額は全部資本直入

法により処理し、売却

原価は移動平均法によ

り 算 定 し て お り ま

す。)

 時価のないもの

  移動平均法による原価

法 

 なお、投資事業有限

責任組合及びそれに類

する組合への出資(証

券取引法第２条第２項

により有価証券とみな

されるもの)について

は、組合契約に規定さ

れる決算報告日に応じ

て入手可能な最近の決

算書を基礎とし、持分

相当額を純額で取り込

む方法によっておりま

す。

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

  ① 有価証券

満期保有目的の債券

 償却原価法(定額法)

子会社株式及び関連会社株

式

 移動平均法による原価法

その他有価証券

 時価のあるもの

  決算期末日の市場価格

等に基づく時価法(評

価差額は全部資本直入

法により処理し、売却

原価は移動平均法によ

り 算 定 し て お り ま

す。)

 時価のないもの

  移動平均法による原価

法

   なお、投資事業有限

責任組合及びそれに類

する組合への出資(証

券取引法第２条第２項

により有価証券とみな

されるもの)について

は、組合契約に規定さ

れる決算報告日に応じ

て入手可能な最近の決

算書を基礎とし、持分

相当額を純額で取り込

む方法によっておりま

す。

  ② デリバティブ

時価法

  ② デリバティブ

時価法

  ② デリバティブ

時価法

  ③ たな卸資産

 先入先出法により評価を

行っている一部の子会社を

除き、主として総平均法に

基づく低価法により評価し

ております。

  ③ たな卸資産

 先入先出法により評価を

行っている一部の子会社を

除き、主として総平均法に

基づく低価法により評価し

ております。

  ③ たな卸資産

 先入先出法により評価を

行っている一部の子会社を

除き、主として総平均法に

基づく低価法により評価し

ております。

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却方法

  ① 有形固定資産

 当社及び国内連結子会社

は主として定率法(ただ

し、建物(建物附属設備を

除く。)については定額法)

を採用し、在外連結子会社

は主として定額法を採用し

ております。

 なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

建物及び 
構築物

３～50年

機械装置及び 
運搬具

３～９年

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却方法

  ① 有形固定資産

 当社及び国内連結子会社

は主として定率法(ただ

し、建物(建物附属設備を

除く。)については定額法)

を採用し、在外連結子会社

は主として定額法を採用し

ております。

 なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

建物及び
構築物

３～50年

機械装置及び
運搬具

３～９年

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却方法

  ① 有形固定資産

 当社及び国内連結子会社

は主として定率法(ただ

し、建物(建物附属設備を

除く。)については定額法)

を採用し、在外連結子会社

は主として定額法を採用し

ております。

 なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

建物及び 
構築物

３～50年

機械装置及び 
運搬具

３～９年



前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

  ② 無形固定資産

 定額法を採用しておりま

す。なお、自社利用のソフ

トウェアについては、社内

における利用可能期間(５

年)に基づく定額法を採用

しております。

  ② 無形固定資産

 定額法を採用しておりま

す。なお、自社利用のソフ

トウェアについては、社内

における利用可能期間(５

年)に基づく定額法を採用

しております。

  ② 無形固定資産

 定額法を採用しておりま

す。なお、自社利用のソフ

トウェアについては、社内

における利用可能期間(５

年)に基づく定額法を採用

しております。

 (3) 重要な引当金の計上基準

  ① 貸倒引当金

 売上債権、貸付金等の貸

倒損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に

回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しており

ます。

 (3) 重要な引当金の計上基準

  ① 貸倒引当金

 売上債権、貸付金等の貸

倒損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に

回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しており

ます。

 (3) 重要な引当金の計上基準

  ① 貸倒引当金

 売上債権、貸付金等の貸

倒損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に

回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しており

ます。

  ② 退職給付引当金

 当社及び国内連結子会社

は、従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づ

き、当中間連結会計期間末

において発生していると認

められる額を計上しており

ます。

 過去勤務債務は、その発

生時における従業員の平均

残存勤務年数(10～15年)に

よる定額法により費用処理

しております。

 数理計算上の差異は、そ

の発生時における従業員の

平均残存勤務年数(８～18

年)による定額法により翌

連結会計年度から費用処理

しております。

  ② 退職給付引当金

 従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づ

き、当中間連結会計期間末

において発生していると認

められる額を計上しており

ます。

 過去勤務債務は、その発

生時における従業員の平均

残存勤務年数(10～15年)に

よる定額法により費用処理

しております。

 数理計算上の差異は、そ

の発生時における従業員の

平均残存勤務年数(８～18

年)による定額法により翌

連結会計年度から費用処理

しております。

  ② 退職給付引当金

 当社及び国内連結子会社

は、従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づ

き計上しております。

 過去勤務債務は、その発

生時における従業員の平均

残存勤務年数(10年～15年)

による定額法により費用処

理しております。

 数理計算上の差異は、そ

の発生時における従業員の

平均残存勤務年数(８～18

年)による定額法により翌

連結会計年度から費用処理

しております。

  (追加情報)

 当社及び一部の国内連結子会

社は、確定給付企業年金法の施

行に伴い、厚生年金基金の代行

部分について、平成15年８月１

日に厚生労働大臣から将来分支

給義務免除の認可を受けており

ます。

 当中間連結会計期間末日現在

において測定された返還相当額

(最低責任準備金)は9,994百万

円であり、当該返還相当額(最

低責任準備金)の支払が当中間

連結会計期間末日に行われたと

仮定して「退職給付会計に関す

る実務指針(中間報告)」(日本

公認会計士協会会計制度委員会

報告第13号)第44―２項を適用

した場合に生じる損益の見込額

は4,899百万円であります。

  (追加情報)

 当社及び一部の国内連結子会

社は、確定給付企業年金法の施

行に伴い、厚生年金基金の代行

部分について、平成16年11月１

日に厚生労働大臣から過去分返

上の認可を受け、平成17年３月

３日に国に返還額(最低責任準

備金)の納付を行っておりま

す。

 当連結会計年度における損益

に与えている影響額は、特別利

益として4,947百万円計上して

おります。



 

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

  ③ 役員退職慰労引当金

 役員の退職慰労金の支出

に備えて、当社及び国内連

結子会社は、内規に基づく

中間連結会計期間末要支給

額を計上しております。

  ③ 役員退職慰労引当金

 役員の退職慰労金の支出

に備えて、当社及び国内連

結子会社は、内規に基づく

中間連結会計期間末要支給

額を計上しております。

  ③ 役員退職慰労引当金

 役員の退職慰労金の支出

に備えて、当社及び国内連

結子会社は、内規に基づく

連結会計年度末要支給額を

計上しております。

 (4) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

 外貨建金銭債権債務は、中

間連結決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しており

ます。なお、在外子会社等の

資産及び負債は、中間連結決

算日の直物為替相場により円

貨に換算し、収益及び費用は

期中平均相場により円貨に換

算し、換算差額は資本の部に

おける為替換算調整勘定に含

めて計上しております。

 (4) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

 外貨建金銭債権債務は、中

間連結決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しており

ます。なお、在外子会社等の

資産及び負債は、中間連結決

算日の直物為替相場により円

貨に換算し、収益及び費用は

期中平均相場により円貨に換

算し、換算差額は資本の部に

おける為替換算調整勘定に含

めて計上しております。

 (4) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

 外貨建金銭債権債務は、連

結決算期末日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しており

ます。なお、在外子会社等の

資産及び負債は、連結決算日

の直物為替相場により円貨に

換算し、収益及び費用は期中

平均相場により円貨に換算

し、換算差額は資本の部にお

ける為替換算調整勘定に含め

て計上しております。

 (5) 重要なリース取引の処理方法

 リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

 (5) 重要なリース取引の処理方法

 リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

 (5) 重要なリース取引の処理方法

 リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

 (6) 重要なヘッジ会計の方法

  ① ヘッジ会計の方法

    繰延ヘッジ

 (6) 重要なヘッジ会計の方法

  ① ヘッジ会計の方法

    繰延ヘッジ

 (6) 重要なヘッジ会計の方法

  ① ヘッジ会計の方法

    繰延ヘッジ

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象

 固定金利の社債の価格変

動リスクに対してヘッジす

る為に金利スワップを利用

しております。

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象

 固定金利の社債の価格変

動リスクに対してヘッジす

る為に金利スワップを利用

しております。

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象

 固定金利の社債の価格変

動リスクに対してヘッジす

る為に金利スワップを利用

しております。

  ③ ヘッジ方針

 リスク・カテゴリー別に

必要なヘッジ手段を選択し

ております。

  ③ ヘッジ方針

 リスク・カテゴリー別に

必要なヘッジ手段を選択し

ております。

  ③ ヘッジ方針

 リスク・カテゴリー別に

必要なヘッジ手段を選択し

ております。

  ④ ヘッジ有効性評価の方法

 ヘッジ開始時から有効性

判定時点までの期間におい

て、ヘッジ対象の相場変動

又はキャッシュ・フロー変

動の累計とヘッジ手段の相

場変動又はキャッシュ・フ

ロー変動の累計とを比較

し、両者の変動額等を基礎

にして判断しております。

  ④ ヘッジ有効性評価の方法

 ヘッジ開始時から有効性

判定時点までの期間におい

て、ヘッジ対象の相場変動

又はキャッシュ・フロー変

動の累計とヘッジ手段の相

場変動又はキャッシュ・フ

ロー変動の累計とを比較

し、両者の変動額等を基礎

にして判断しております。

  ④ ヘッジ有効性評価の方法

 ヘッジ開始時から有効性

判定時点までの期間におい

て、ヘッジ対象の相場変動

又はキャッシュ・フロー変

動の累計とヘッジ手段の相

場変動又はキャッシュ・フ

ロー変動の累計とを比較

し、両者の変動額等を基礎

にして判断しております。



 
  

中間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 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 (7) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項

消費税等の会計処理

 消費税及び地方消費税の会

計処理は、税抜方式を採用し

ております。

 (7) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項

消費税等の会計処理

 消費税及び地方消費税の会

計処理は、税抜方式を採用し

ております。

 (7) その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項

消費税等の会計処理

 消費税及び地方消費税の会

計処理は、税抜方式を採用し

ております。

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

 中間連結キャッシュ・フロー

計算書における資金(現金及び

現金同等物)は、手許現金、随

時引き出し可能な預金及び容易

に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投

資からなっております。

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

 中間連結キャッシュ・フロー

計算書における資金(現金及び

現金同等物)は、手許現金、随

時引き出し可能な預金及び容易

に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投

資からなっております。

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

 連結キャッシュ・フロー計算

書における資金(現金及び現金

同等物)は、手許現金、随時引

き出し可能な預金及び容易に換

金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資か

らなっております。

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

――― ―――

 

（固定資産の減損に係る会計基準）

  固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業

会計審議会  平成14年８月９

日））及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第６号 平成15年

10月31日）が平成16年３月31日に

終了する連結会計年度に係る連結

財務諸表から適用できることにな

ったことに伴い、当連結会計年度

から同会計基準及び同適用指針を

適用しております。これにより税

金等調整前当期純利益は、2,313百

万円減少しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の連結財務諸表規則に

基づき減価償却累計額に含めて注

記しております。



表示方法の変更 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(中間連結貸借対照表)

  「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年

法律第97号）が平成16年６月９日に公布され、平成16

年12月１日より適用となったこと及び「金融商品会計

に関する実務指針」（会計制度委員会報告第14号）が

平成17年２月15日付で改正されたことに伴い、前連結

会計年度から投資事業有限責任組合及びそれに類する

組合への出資（証券取引法第２条第２項により有価証

券とみなされるもの）を投資有価証券として表示する

方法に変更いたしました。 

 なお、当該投資有価証券は前中間連結会計期間にお

いて投資その他の資産の「その他」に117百万円含ま

れております。

(中間連結損益計算書)

１ 「売上割引」は当中間連結会計期間において営業外

費用の100分の10を超えることとなりましたので独立

掲記しております。

  なお、前中間連結会計期間は「雑損失」に109百万

円含まれております。

２ 前中間連結会計期間において独立掲記しておりまし

た「たな卸資産処分損」(当中間連結会計期間87百万

円)は金額が僅少となりましたので、当中間連結会計

期間から「雑損失」に含めて表示しております。

―――

――― （中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

１ 「貸倒引当金の増加額（△減少額）」は当中間連結  

 会計期間より、独立掲記しております。   

  なお、前中間連結会計期間は営業キャッシュ・フ 

 ローの「その他」に△216百万円含まれております。 

２ 前中間連結会計期間において独立掲記しておりまし 

 た「固定資産売却益」（当中間連結会計期間△16百万 

 円）は重要性に乏しいため、当中間連結会計期間から 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含 

 めて表示しております。



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

 
  

(中間連結損益計算書関係) 

  

前中間連結会計期間末
(平成16年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日)

※１ 有形固定資産減価償却累計額

138,965百万円

有形固定資産減価償却累計額

143,964百万円

 減価償却累計額には、減損損失

累計額を含めております。

有形固定資産減価償却累計額

142,363百万円

 減価償却累計額には、減損損失

累計額を含めております。

 ２

 

偶発債務として、下記のとおり保

証債務があります。

エイブリィ デニソン マクセル
㈱

(銀行借入金保証)

172百万円

TOHSHIN PRECISION(MALAYSIA)  
SDN. BHD.

(銀行借入金保証)

4,250千マレーシア$ 124百万円
 

偶発債務として、下記のとおり保

証債務があります。

エイブリィ デニソン マクセル
㈱

(銀行借入金保証)

149百万円

 

偶発債務として、下記のとおり保

証債務があります。

エイブリィ デニソン マクセル
㈱

(銀行借入金保証)

157百万円

TOHSHIN PRECISION(MALAYSIA) 
SDN. BHD.

(銀行借入金保証)

1,000千マレーシア$ 28百万円

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

※１

 

固定資産売却益の内容は次のとお

りであります。

機械装置及び運搬具 9百万円

無形固定資産 3 〃

計 12 〃
 

固定資産売却益の内容は次のとお

りであります。

機械装置及び運搬具 15百万円

その他 1 〃

計 16 〃

固定資産売却益の内容は次のとお

りであります。

建物及び構築物 3百万円

機械装置及び運搬具 14 〃

土地 0 〃

その他 2 〃

無形固定資産 3 〃

計 22 〃

※２ 固定資産除却売却損の内容は次の

とおりであります。

建物及び構築物 52百万円

機械装置及び 
運搬具

23 〃

土地 6 〃

その他 39 〃

無形固定資産 12 〃

計 132 〃
 

固定資産除却売却損の内容は次の

とおりであります。

建物及び構築物 32百万円

機械装置及び
運搬具

390 〃

その他 47 〃

無形固定資産 4 〃

計 473 〃

固定資産除却売却損の内容は次の

とおりであります。

建物及び構築物 319百万円

機械装置及び
運搬具

585 〃

土地 560 〃

その他 205 〃

無形固定資産 103 〃

計 1,772 〃



 
  

(中間連結剰余金計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

※３ ――― 固定資産減損損失 固定資産減損損失

 

 当社グループは、主に管理会計

上の区分を考慮して資産グループ

を決定しております

 将来キャッシュ・フローの回収

額を見積もった結果、将来の使用

が見込まれていない遊休地につい

て回収可能価額まで減額し、当該

減損額を固定資産減損損失(12百

万円)として特別損失に計上して

おります。

用途 場所 種類
固定資産
減損損失
(百万円)

遊休地
兵庫県 

小野市
土地 12

 なお、当該資産の回収可能価額

は、正味売却価額と使用価値のい

ずれか高い価額としております。

正味売却価額は路線価等に基づき

算定しております。
 

 当社グループは、主に管理会計

上の区分を考慮して資産グループ

を決定しております。

 将来キャッシュ・フローの回収

額を見積もった結果、収益性が低

下した事業用資産及び将来の使用

が見込まれていない遊休地につい

て回収可能価額まで減額し、当該

減損額を固定資産減損損失(2,313

百万円)として特別損失に計上し

ております。

用途 場所 種類
固定資産 
減損損失 
(百万円)

生産設備
茨城県 
水海道市

機械装置 
及び 
運搬具

1,790

遊休地
兵庫県 
小野市他 
２件

土地 523

合計 2,313

 なお、当該資産の回収可能価額

は、正味売却価額と使用価値のい

ずれか高い価額としております。

正味売却価額は路線価等に基づき

算定しております。

 また、使用価値は将来キャッシ

ュ・フローを5.0％で割り引いて

算定しております。 

※４ ――― ――― 事業構造改善費用

 経営構造改革を目的としたこと

により生じた早期退職者への退職

割増金等であります。

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

※１ ――― 連結子会社であるMaxell Europe 

Ltd.は、当中間連結会計期間より

イギリスの退職給付債務に係る新

しい会計基準を適用しておりま

す。 

会計基準変更時差異を利益剰余金

から直接減額したことにより、利

益剰余金は626百万円減少してお

ります。

―――



次へ 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

(リース取引関係) 

  

 

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

(平成16年９月30日)
現金及び預金勘定 10,367百万円

預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金

△41 〃

有価証券(マネーマネー 
ジメントファンド等)

11,937 〃

その他流動資産 3,693 〃

現金及び現金同等物 25,956 〃  

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

(平成17年９月30日)
現金及び預金勘定 11,774百万円

有価証券(マネーマネー
ジメントファンド等）

7,840 〃

その他流動資産 3,007 〃

現金及び現金同等物 22,621 〃 

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

(平成17年３月31日)
現金及び預金勘定 11,225百万円

預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金

△300 〃

有価証券(マネーマネー 
ジメントファンド)

9,339 〃

その他流動資産 2,205 〃

現金及び現金同等物 22,469 〃

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引の内容は次のとお

りであります。

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

建物 794 181 613

機械装置 
及び 
運搬具

76 31 45

その他 
(工具器具 
及び備品)

256 129 127

無形固定
資 産（ソ
フトウェ
ア）

49 18 31

合計 1,175 359 816

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引の内容は次のとお

りであります。

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

建物 791 204 587

機械装置 
及び 
運搬具

54 25 29

その他 
(工具器具 
及び備品)

228 139 89

無形固定
資 産（ソ
フトウェ
ア）

49 30 19

合計 1,122 398 724

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引の内容は次のとお

りであります。

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高
相当額 
(百万円)

建物 802 194 608

機械装置
及び 
運搬具

61 27 34

その他
(工具器具
及び備品)

235 117 118

無形固定
資 産（ソ
フトウェ
ア）

49 25 24

合計 1,147 363 784

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

 １年内 117百万円

 １年超 757 〃

  計 874 〃

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

 １年内 111百万円

 １年超 685 〃

  計 796 〃

② 未経過リース料期末残高相当額

 １年内 110百万円

 １年超 736 〃

  計 846 〃

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 76百万円

減価償却費相当額 68 〃

支払利息相当額 11 〃

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 70百万円

減価償却費相当額 63 〃

支払利息相当額 10 〃

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 154百万円

減価償却費相当額 139 〃

支払利息相当額 29 〃

④ 減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。

④ 減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。

④ 減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。

⑤ 利息相当額の算定方法

   リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

相当額とし、各期への配分方法

については、利息法によってお

ります。

⑤ 利息相当額の算定方法

   リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

相当額とし、各期への配分方法

については、利息法によってお

ります。

⑤ 利息相当額の算定方法

   リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

相当額とし、各期への配分方法

については、利息法によってお

ります。



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成16年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 

  

 
(注) その他有価証券で時価のあるものにおいて、簿価に対して時価の下落率が著しい銘柄については、回復可能性

を判断した上で減損処理を行っております。 

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券(上記１を除く) 

  

 
  

当中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 

  

 
(注) その他有価証券で時価のあるものにおいて、簿価に対して時価の下落率が著しい銘柄については、回復可能性

を判断した上で減損処理を行っております。当中間連結会計期間において、減損処理の対象となる銘柄はあり

ません。 

区分
取得原価
(百万円)

中間連結貸借
対照表計上額 
(百万円)

差額 
(百万円)

その他有価証券

① 株式 1,813 2,150 337

② 債券 社債 66,227 63,273 △2,954

③ その他 14,008 13,930 △78

合計 82,048 79,353 △2,695

減損処理金額 204百万円

内容
中間連結貸借対照表計上額 

(百万円)

(1) 子会社株式及び関連会社株式 1,433

(2) その他有価証券

非上場株式 
(店頭売買株式を除く)

607

非上場外国株式 319

非上場外国債券 4,321

マネーマネージメントファンド 11,937

合計 18,617

区分
取得原価
(百万円)

中間連結貸借
対照表計上額 
(百万円)

差額 
(百万円)

その他有価証券

① 株式 1,809 3,093 1,284

② 債券 社債 68,672 65,296 △3,376

③ その他 14,209 14,336 127

合計 84,690 82,725 △1,965



次へ 

２ 時価評価されていない主な有価証券(上記１を除く) 

  

 
  

前連結会計年度末(平成17年３月31日) 

１ 時価のある有価証券 

  

 
(注) その他有価証券で時価のあるものにおいて、簿価に対して時価の下落率が著しい銘柄については、回復可能性

を判断した上で減損処理を行っております。 

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券(上記１を除く) 

  

 
  

内容
中間連結貸借対照表計上額 

(百万円)

(1) 子会社株式及び関連会社株式 1,597

(2) その他有価証券

非上場株式 608

非上場外国株式 371

非上場外国債券 4,321

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 115

マネーマネージメントファンド 7,840

合計 14,852

区分
取得原価
(百万円)

連結貸借
対照表計上額 
(百万円)

差額 
(百万円)

その他有価証券

① 株式 1,809 2,313 504

② 債券 社債 66,406 62,736 △3,670

③ その他 14,508 14,578 70

合計 82,723 79,627 △3,096

減損処理金額 148百万円

内容 連結貸借対照表計上額(百万円)

(1) 子会社株式及び関連会社株式 1,576

(2) その他有価証券

  非上場株式 607

  非上場外国株式 295

  非上場外国債券 4,321

  投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 113

  マネーマネージメントファンド 9,339

合計 16,251



(デリバティブ取引関係) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

前中間連結会計期間末(平成16年９月30日) 

  

 
(注) 時価の算定方法 

為替予約取引は先物為替相場によっております。 

通貨スワップ取引はスワップ契約を締結している金融機関から提示された価格によっております。 

  

 
(注) １ 時価の算定方法 

  金利スワップ契約を締結している金融機関から提示された価格によっております。 

２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

  

当中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

  

 
(注) 時価の算定方法 

為替予約取引は先物為替相場によっております。 

通貨スワップ取引はスワップ契約を締結している金融機関から提示された価格によっております。 

  

 
(注) １ 時価の算定方法 

  金利スワップ契約を締結している金融機関から提示された価格によっております。 

２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

  

対象物の種類 取引の種類
契約額等
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益 
(百万円)

通貨 為替予約取引

売建 11,137 11,287 △150

買建 332 333 1

スワップ取引 5,000 △874 △874

合計 ― ― △1,023

対象物の種類 取引の種類
契約額等
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益 
(百万円)

金利 スワップ取引 6,478 17 17

合計 6,478 17 17

対象物の種類 取引の種類
契約額等
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益 
(百万円)

通貨 為替予約取引

売建 10,758 11,054 △296

買建 327 342 15

スワップ取引 5,000 △884 △884

合計 ― ― △1,165

対象物の種類 取引の種類
契約額等
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益 
(百万円)

金利 スワップ取引 6,478 1 1

合計 6,478 1 1



前へ 

前連結会計年度末(平成17年３月31日) 

  

 
(注)  時価の算定方法 

 為替予約取引は先物為替相場によっております。 

 通貨スワップ取引はスワップ契約を締結している金融機関から提示された価格によっております。 

  

  

 
(注) １ 時価の算定方法 

  金利スワップ契約を締結している金融機関から提示された価格によっております。 

２ ヘッジ会計が適用されているものについては記載対象から除いております。 

対象物の種類 取引の種類
契約額等
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益 
(百万円)

通貨 為替予約取引

売建 8,742 8,981 △239

買建 52 54 2

スワップ取引 5,000 △743 △743

合計 ― ― △980

対象物の種類 取引の種類
契約額等
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益 
(百万円)

金利 スワップ取引 6,478 6 6

合計 6,478 6 6



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

  

 
  

当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

  

 
  

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

  

情報 
メディア 
(百万円)

オーディオ・
ビデオ 
(百万円)

電池・電器
(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

52,820 16,382 31,552 100,754 ― 100,754

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― (―) ―

計 52,820 16,382 31,552 100,754 (―) 100,754

営業費用 50,305 15,719 30,258 96,282 (―) 96,282

営業利益 2,515 663 1,294 4,472 (―) 4,472

情報 
メディア 
(百万円)

オーディオ・
ビデオ 
(百万円)

電池・電器
(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

52,945 12,905 32,093 97,943 ― 97,943

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― (―) ―

計 52,945 12,905 32,093 97,943 (―) 97,943

営業費用 51,824 13,007 31,527 96,358 (―) 96,358

営業利益又は 
営業損失(△)     

1,121 △102 566 1,585 (―) 1,585

情報 
メディア 
(百万円)

オーディオ・
ビデオ 
(百万円)

電池・電器
(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

105,454 31,973 63,769 201,196 ― 201,196

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― (―) ―

計 105,454 31,973 63,769 201,196 (―) 201,196

営業費用 104,130 30,785 61,483 196,398 (―) 196,398

営業利益 1,324 1,188 2,286 4,798 (―) 4,798



(注) １ 事業区分は、当社製品の製造方法及び種類・使用目的等の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各事業区分の主要製品 

 

  

事業区分 主要製品

情報メディア
コンピュータテープ、放送用ビデオテープ、DVD、CD、MOディスク、フロ

ッピーディスク、ICカード、RFIDシステム、光学部品、機能性材料

オーディオ・ビデオ ミニディスク、オーディオテープ、ビデオテープ

電池・電器

リチウムイオン電池、コイン形リチウム二次電池、乾電池、酸化銀電池、

リチウム一次電池、小型電気機器、電鋳・精密部品、金型・合成樹脂成形

品、プリンタ用光沢紙・ラベル・カード



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

  

 
  

当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

  

 
  

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 米州……アメリカ 

(2) 欧州……イギリス、ドイツ、スウェーデン、オランダ、フランス、イタリア 

(3) アジア他……中国、シンガポール、マレーシア 

  

日本
(百万円)

米州 
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア他
(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

42,724 30,966 18,612 8,452 100,754 ― 100,754

(2) セグメント間の
内部売上高

30,224 50 94 3,908 34,276 (34,276) ―

計 72,948 31,016 18,706 12,360 135,030 (34,276) 100,754

営業費用 69,263 30,922 18,430 12,059 130,674 (34,392) 96,282

営業利益 3,685 94 276 301 4,356 116 4,472

日本
(百万円)

米州 
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア他
(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

40,949 31,748 16,644 8,602 97,943 ― 97,943

(2) セグメント間の
内部売上高

27,776 94 12 4,021 31,903 (31,903) ―

計 68,725 31,842 16,656 12,623 129,846 (31,903) 97,943

営業費用 67,205 31,464 16,478 12,538 127,685 (31,327) 96,358

営業利益 1,520 378 178 85 2,161 (576) 1,585

日本
(百万円)

米州 
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア他
(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

86,462 61,171 36,842 16,721 201,196 ― 201,196

(2) セグメント間の
内部売上高

56,650 76 170 8,212 65,108 (65,108) ―

計 143,112 61,247 37,012 24,933 266,304 (65,108) 201,196

営業費用 140,348 60,855 36,775 24,443 262,421 (66,023) 196,398

営業利益 2,764 392 237 490 3,883 915 4,798



【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

  

 
  

当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

  

 
  

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 米州……アメリカ、北米及び中南米 

(2) 欧州……イギリス、ドイツ、西欧及び東欧 

(3) アジア他……中国及び東南アジア 

３ 海外売上高は当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

米州 
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア他
(百万円)

計 
(百万円)

Ⅰ 海外売上高 31,060 18,967 13,298 63,325

Ⅱ 連結売上高 ― ― ― 100,754

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合

30.9％ 18.8％ 13.2％ 62.9％

米州 
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア他
(百万円)

計 
(百万円)

Ⅰ 海外売上高 31,550 16,517 13,387 61,454

Ⅱ 連結売上高 ― ― ― 97,943

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合

32.2％ 16.8％ 13.7％ 62.7％

米州 
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア他
(百万円)

計 
(百万円)

Ⅰ 海外売上高 61,397 37,348 25,794 124,539

Ⅱ 連結売上高 ― ― ― 201,196

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合

30.5％ 18.6％ 12.8％ 61.9％



(１株当たり情報) 

  

 
(注) １株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
  

 
  

(重要な後発事象) 

  

 
  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

１株当たり純資産額 2,005.85円 １株当たり純資産額 1,995.36円 １株当たり純資産額 1,984.37円

１株当たり中間純利益 35.21円 １株当たり中間純利益 12.18円
１株当たり
当期純利益金額

14.98円

 

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益

―円

 

潜在株式調整後
１株当たり中間純利益

―円
潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益金額

―円

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、希薄化効果

を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、希薄化効果

を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、希薄化効果

を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

１株当たり中間(当期) 
純利益金額

中間(当期)純利益(百万円) 3,482 1,169 1,501

普通株主に帰属しない金額
(百万円)

― ― 27

(うち利益処分による 
取締役賞与金(百万円))

― ― 27

普通株式に係る中間(当期)
純利益(百万円)

3,482 1,169 1,474

普通株式の期中平均株式数
(千株)

98,892 95,998 98,337

希薄化効果を有しないため、潜
在株式調整後１株当たり中間(当
期)純利益の算定に含めなかった
潜在株式の概要

旧商法第210ノ２の規定に
基づく自己株式譲渡方式
によるストックオプショ
ン(目的となる株式の数
48,000株)。

旧商法第210ノ２の規定に
基づく自己株式譲渡方式
によるストックオプショ
ン(目的となる株式の数
48,000株)。 
なお、当該潜在株式は当
中間連結会計期間末現在
保有しておりません。

旧商法第210ノ２の規定に
基づく自己株式譲渡方式
によるストックオプショ
ン(目的となる株式の数
48,000株)。

前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日)

 当社及び一部の国内連結子会社

は、確定給付企業年金法の施行に伴

い、厚生年金基金の代行部分につい

て、平成16年11月１日に厚生労働大

臣から過去分返上の認可を受けまし

た。 

 これにより、当連結会計年度の特

別利益として49億円を計上する見込

であります。

――― ―――



２【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

前中間会計期間末

(平成16年９月30日)

当中間会計期間末

(平成17年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 2,301 2,239 1,792

 ２ 受取手形 953 790 842

 ３ 売掛金 25,775 26,004 23,225

 ４ 有価証券 19,540 26,539 19,688

 ５ たな卸資産 13,305 12,458 12,172

 ６ その他 ※３ 13,246 19,832 13,653

 ７ 貸倒引当金 △175 △170 △143

   流動資産合計 74,945 28.5 87,692 34.6 71,229 28.4

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 建物 18,439 17,441 17,874

  (2) 機械及び装置 15,433 13,956 14,923

  (3) 土地 29,680 28,617 28,629

  (4) その他 7,352 6,020 6,162

   有形固定資産合計 70,904 66,034 67,588

 ２ 無形固定資産 1,399 1,128 1,182

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 76,619 69,008 74,246

  (2) 関係会社株式 18,391 18,704 18,242

  (3) 長期貸付金 6,496 1,105 6,302

  (4) その他 16,245 14,133 16,170

  (5) 貸倒引当金 △1,680 △4,324 △4,339

   投資その他の資産
   合計

116,071 98,626 110,621

   固定資産合計 188,374 71.5 165,788 65.4 179,391 71.6

   資産合計 263,319 100.0 253,480 100.0 250,620 100.0

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 11,499 11,828 11,944

 ２ 一年以内に償還予定
   の社債

― 20,000 ―

 ３ 未払費用 12,879 14,754 13,980

 ４ 未払法人税等 1,121 169 ―

 ５ その他 10,793 14,397 12,118

   流動負債合計 36,292 13.8 61,148 24.1 38,042 15.2

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 30,000 10,000 30,000

 ２ 退職給付引当金 14,476 6,833 7,248

 ３ 役員退職慰労引当金 413 458 471

 ４ その他 2,512 1,767 2,991

   固定負債合計 47,401 18.0 19,058 7.5 40,710 16.2

   負債合計 83,693 31.8 80,206 31.6 78,752 31.4



 

前中間会計期間末

(平成16年９月30日)

当中間会計期間末

(平成17年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資本の部)

Ⅰ 資本金 12,203 4.6 12,203 4.8 12,203 4.9

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 22,325 22,325 22,325

 ２ その他資本剰余金 0 0 0

   資本剰余金合計 22,325 8.5 22,325 8.8 22,325 8.9

Ⅲ 利益剰余金

 １ 利益準備金 3,051 3,051 3,051

 ２ 任意積立金 139,962 137,962 139,962

 ３ 中間(当期)
   未処分利益

4,753 3,953 1,211

   利益剰余金合計 147,766 56.1 144,966 57.2 144,224 57.5

Ⅳ その他有価証券
  評価差額金

△1,607 △0.6 △1,195 △0.4 △1,848 △0.7

Ⅴ 自己株式 △1,061 △0.4 △5,025 △2.0 △5,036 △2.0

   資本合計 179,626 68.2 173,274 68.4 171,868 68.6

   負債・資本合計 263,319 100.0 253,480 100.0 250,620 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 60,000 100.0 56,703 100.0 118,208 100.0

Ⅱ 売上原価 41,945 69.9 39,576 69.8 84,142 71.2

   売上総利益 18,055 30.1 17,127 30.2 34,066 28.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 15,472 25.8 16,186 28.5 32,558 27.5

   営業利益 2,583 4.3 941 1.7 1,508 1.3

Ⅳ 営業外収益 ※１ 2,607 4.3 2,499 4.4 4,932 4.2

Ⅴ 営業外費用 ※２ 652 1.0 680 1.2 1,951 1.7

   経常利益 4,538 7.6 2,760 4.9 4,489 3.8

Ⅵ 特別利益 ※３ 611 1.0 1 0.0 4,978 4.2

Ⅶ 特別損失 ※４ 732 1.2 352 0.7 9,237 7.8

   税引前中間(当期)
   純利益

4,417 7.4 2,409 4.2 230 0.2

   法人税、住民税
   及び事業税

699 201 40

   法人税、住民税及び
   事業税戻入額

― ― 468

   法人税等調整額 979 1,678 2.8 554 755 1.3 522 94 0.1

   中間(当期)純利益 2,739 4.6 1,654 2.9 136 0.1

   前期繰越利益 2,014 2,299 2,014

   中間配当額 ― ― 939

   中間(当期)
   未処分利益

4,753 3,953 1,211



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

 

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) 有価証券

   満期保有目的の債券

    償却原価法(定額法)

   子会社株式及び関連会社株式

    移動平均法による原価法

   その他有価証券

    時価のあるもの

     中間決算日の市場価格等

に基づく時価法(評価差

額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移

動平均法により算定して

おります。)

    時価のないもの

     移動平均法による原価法

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) 有価証券

   満期保有目的の債券

    償却原価法(定額法)

   子会社株式及び関連会社株式

    移動平均法による原価法

   その他有価証券

    時価のあるもの

     中間決算日の市場価格等

に基づく時価法(評価差

額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移

動平均法により算定して

おります。)

    時価のないもの

     移動平均法による原価法

      なお、投資事業有限責

任組合及びそれに類する

組合への出資(証券取引

法第２条第２項により有

価証券とみなされるも

の)については、組合契

約に規定される決算報告

日に応じて入手可能な最

近の決算書を基礎とし、

持分相当額を純額で取り

込む方法によっておりま

す。

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) 有価証券

   満期保有目的の債券

    償却原価法(定額法)

   子会社株式及び関連会社株式

    移動平均法による原価法

   その他有価証券

    時価のあるもの

     期末日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は

全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平

均法により算定しており

ます。)

    時価のないもの

     移動平均法による原価法

      なお、投資事業有限責

任組合及びそれに類する

組合への出資(証券取引

法第２条第２項により有

価証券とみなされるも

の)については、組合契

約に規定される決算報告

日に応じて入手可能な最

近の決算書を基礎とし、

持分相当額を純額で取り

込む方法によっておりま

す。

 (2) デリバティブ

   時価法

 (2) デリバティブ

   時価法

 (2) デリバティブ

   時価法

 (3) たな卸資産

   商品、原材料、貯蔵品

   後入先出法に基づく低価法

   製品、仕掛品

   総平均法に基づく低価法

 (3) たな卸資産

   商品、原材料、貯蔵品

   後入先出法に基づく低価法

   製品、仕掛品

   総平均法に基づく低価法

 (3) たな卸資産

   商品、原材料、貯蔵品

   後入先出法に基づく低価法

   製品、仕掛品

   総平均法に基づく低価法

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

   定率法(ただし、建物(建物附

属設備を除く。)については定

額法)を採用しております。

   なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物及び 
構築物

３～50年

機械装置及び 
車両運搬具

３～９年

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

   定率法(ただし、建物(建物附

属設備を除く。)については定

額法)を採用しております。

   なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物及び
構築物

３～50年

機械装置及び
車両運搬具

３～９年

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

   定率法(ただし、建物(建物附

属設備を除く。)については定

額法)を採用しております。

   なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物及び
構築物

３～50年

機械装置及び 
車両運搬具

３～９年

 (2) 無形固定資産

   定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用

可能期間(５年)に基づく定額法

を採用しております。

 (2) 無形固定資産

   定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用

可能期間(５年)に基づく定額法

を採用しております。

 (2) 無形固定資産

   定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用

可能期間(５年)に基づく定額法

を採用しております。



 

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

３ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

   売上債権、貸付金等の貸倒損

失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しており

ます。

３ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

   売上債権、貸付金等の貸倒損

失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しており

ます。

３ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

   売上債権、貸付金等の貸倒損

失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しており

ます。

 (2) 退職給付引当金

   従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。

   過去勤務債務は、その発生時

における従業員の平均残存勤務

年数(13年及び14年)による定額

法により費用処理しておりま

す。

   数理計算上の差異は、その発

生時における従業員の平均残存

勤務年数(13年及び14年)による

定額法により翌事業年度から費

用処理しております。

  (追加情報)

   当社は、確定給付企業年金法

の施行に伴い、厚生年金基金の

代行部分について、平成15年８

月１日に厚生労働大臣から将来

分支給義務免除の認可を受けて

おります。

   当中間会計期間末日現在にお

いて測定された返還相当額(最

低責任準備金)は8,729百万円で

あり、当該返還相当額(最低責

任準備金)の支払が当中間会計

期間末日に行われたと仮定して

「退職給付会計に関する実務指

針(中間報告)」(日本公認会計

士協会会計制度委員会報告第13

号)第44―２項を適用した場合

に生じる損益の見込額は4,363

百万円であります。

 (2) 退職給付引当金

   従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。

   過去勤務債務は、その発生時

における従業員の平均残存勤務

年数(13年及び14年)による定額

法により費用処理しておりま

す。

   数理計算上の差異は、その発

生時における従業員の平均残存

勤務年数(13年及び14年)による

定額法により翌事業年度から費

用処理しております。

 (2) 退職給付引当金

   従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。

   過去勤務債務は、その発生時

における従業員の平均残存勤務

年数(13年及び14年)による定額

法により費用処理しておりま

す。

   数理計算上の差異は、その発

生時における従業員の平均残存

勤務年数(13年及び14年)による

定額法により翌事業年度から費

用処理しております。

   

 

(追加情報)

   当社は、確定給付企業年金法

の施行に伴い、厚生年金基金の

代行部分について、平成16年11

月１日に厚生労働大臣から過去

分返上の認可を受け、平成17年

３月３日に国に返還額(最低責

任準備金)の納付を行っており

ます。

   当事業年度における損益に与

えている影響額は、特別利益と

して4,364百万円計上しており

ます。

 (3) 役員退職慰労引当金

   役員の退職慰労金の支出に備

えて、内規に基づく中間会計期

間末要支給額を計上しておりま

す。

 (3) 役員退職慰労引当金

   役員の退職慰労金の支出に備

えて、内規に基づく中間会計期

間末要支給額を計上しておりま

す。

 (3) 役員退職慰労引当金

   役員の退職慰労金の支出に備

えて、内規に基づく事業年度末

要支給額を計上しております。



 
  

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

４ 外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準

  外貨建金銭債権債務は、中間決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。

４ 外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準

  外貨建金銭債権債務は、中間決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。

４ 外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準

  外貨建金銭債権債務は、期末日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。

５ リース取引の処理方法

  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。

５ リース取引の処理方法

  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。

５ リース取引の処理方法

  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。

６ ヘッジ会計の方法

 (1) ヘッジ会計の方法

   繰延ヘッジ

６ ヘッジ会計の方法

 (1) ヘッジ会計の方法

   繰延ヘッジ

６ ヘッジ会計の方法

 (1) ヘッジ会計の方法

   繰延ヘッジ

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

   固定金利の社債の価格変動リ

スクに対してヘッジする為に金

利スワップを利用しておりま

す。

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

   固定金利の社債の価格変動リ

スクに対してヘッジする為に金

利スワップを利用しておりま

す。

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

   固定金利の社債の価格変動リ

スクに対してヘッジする為に金

利スワップを利用しておりま

す。

 (3) ヘッジ方針

   リスク・カテゴリー別に必要

なヘッジ手段を選択しておりま

す。

 (3) ヘッジ方針

   リスク・カテゴリー別に必要

なヘッジ手段を選択しておりま

す。

 (3) ヘッジ方針

   リスク・カテゴリー別に必要

なヘッジ手段を選択しておりま

す。

 (4) ヘッジ有効性評価の方法

   ヘッジ開始時から有効性判定

時点までの期間において、ヘッ

ジ対象の相場変動又はキャッシ

ュ・フロー変動の累計とヘッジ

手段の相場変動又はキャッシ

ュ・フロー変動の累計とを比較

し、両者の変動額等を基礎にし

て判断しております。

 (4) ヘッジ有効性評価の方法

   ヘッジ開始時から有効性判定

時点までの期間において、ヘッ

ジ対象の相場変動又はキャッシ

ュ・フロー変動の累計とヘッジ

手段の相場変動又はキャッシ

ュ・フロー変動の累計とを比較

し、両者の変動額等を基礎にし

て判断しております。

 (4) ヘッジ有効性評価の方法

   ヘッジ開始時から有効性判定

時点までの期間において、ヘッ

ジ対象の相場変動又はキャッシ

ュ・フロー変動の累計とヘッジ

手段の相場変動又はキャッシ

ュ・フロー変動の累計とを比較

し、両者の変動額等を基礎にし

て判断しております。

７ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

  消費税等の会計処理

  消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式を採用しておりま

す。

７ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

  消費税等の会計処理

  消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式を採用しておりま

す。

７ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項

  消費税等の会計処理

  消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式を採用しておりま

す。



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

  

 
  

表示方法の変更 

  

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

――― ――― （固定資産の減損に係る会計基準）

   固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業

会計審議会  平成14年８月９

日））及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第６号 平成15年

10月31日）が平成16年３月31日に

終了する事業年度に係る財務諸表

から適用できることになったこと

に伴い、当事業年度から同会計基

準及び同適用指針を適用しており

ます。これにより税引前当期純利

益は、2,202百万円減少しており

ます。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の財務諸表等規則に基

づき減価償却累計額の科目に含め

て注記しております。

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

―――

 

 

 

（中間貸借対照表）

 「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法

律第97号）が平成16年６月９日に公布され、平成16年12

月１日より適用となったこと及び「金融商品会計に関す

る実務指針」（会計制度委員会報告第14号）が平成17年

２月15日付で改正されたことに伴い、前事業年度から投

資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（証

券取引法第２条第２項により有価証券とみなされるも

の）を投資有価証券として表示する方法に変更いたしま

した。 

 なお、当該投資有価証券は前中間会計期間において投

資その他の資産の「その他」に117百万円含まれており

ます。



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 

  

前中間会計期間末 
(平成16年９月30日)

当中間会計期間末
(平成17年９月30日)

前事業年度末 
(平成17年３月31日)

※１ 有形固定資産減価償却累計額

107,779百万円

有形固定資産減価償却累計額

113,456百万円

 減価償却累計額には、減損損失

累計額を含めております。

有形固定資産減価償却累計額

112,158百万円

 減価償却累計額には、減損損失

累計額を含めております。

 ２ 偶発債務として、下記のとおり保

証債務があります。

エイブリィ デニソン マクセル
㈱

(銀行借入金保証)

172百万円

偶発債務として、下記のとおり保

証債務があります。

エイブリィ デニソン マクセル
㈱

(銀行借入金保証)

149百万円

偶発債務として、下記のとおり保

証債務があります。

エイブリィ デニソン マクセル
㈱

(銀行借入金保証)

157百万円

また、この他に下記のとおり保証

予約があります。

無錫日立マクセル有限公司

(銀行借入金保証予約)

1,363千US$ 151百万円

 

※３ 消費税等の表示 

 消費税等については、仮払消費

税等と仮受消費税等を相殺し、流

動資産の「その他」に含めて表示

しております。

消費税等の表示 

 消費税等については、仮払消費

税等と仮受消費税等を相殺し、流

動資産の「その他」に含めて表示

しております。

―――



(中間損益計算書関係) 

  
前中間会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

※１ 主な営業外収益

受取利息 212百万円

有価証券利息 876 〃

受取配当金 621 〃

賃貸料収入 408 〃

主な営業外収益

受取利息 176百万円

有価証券利息 919 〃

受取配当金 717 〃

賃貸料収入 387 〃

主な営業外収益

受取利息 397百万円

有価証券利息 1,741 〃

受取配当金 1,643 〃

賃貸料収入 799 〃

※２

 

主な営業外費用

支払利息 92百万円

社債利息 241 〃

売上割引 136 〃

賃貸料原価 125 〃
 

主な営業外費用

支払利息 94百万円

社債利息 244 〃

売上割引 140 〃

賃貸料原価 111 〃

主な営業外費用

支払利息 183百万円

社債利息 482 〃

売上割引 311 〃

たな卸資産処分損 347 〃

たな卸資産評価損 316 〃

賃貸料原価 248 〃

※３

 

 

特別利益の内容は次のとおりであ

ります。

 固定資産売却益

 その他 0百万円

 無形固定資産 3 〃

計 3 〃

投資有価証券 
売却益

540 〃

関係会社整理益 68 〃

 

 

特別利益の内容は次のとおりであ

ります。

 固定資産売却益

 機械及び装置 1百万円

 無形固定資産 0 〃

計 1 〃

 

特別利益の内容は次のとおりであ

ります。

 固定資産売却益

 機械及び装置 3百万円

 その他 0 〃

 無形固定資産 3 〃

計 6 〃

投資有価証券
売却益

540 〃

関係会社整理益 68 〃

厚生年金基金
代行部分返上益

4,364 〃



 

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

※４

 

 

特別損失の内容は次のとおりであ

ります。

 固定資産除却売却損

建物 51百万円

機械及び装置 11 〃

土地 6 〃

その他 34 〃

無形固定資産 12 〃

計 114 〃

投資有価証券 
売却損

11 〃

投資有価証券 
評価損

360 〃

関係会社株式 
評価損

146 〃

関係会社貸倒損失 100 〃

ゴルフ会員権 
評価損

1 〃

 

 

 

特別損失の内容は次のとおりであ

ります。

 固定資産除却売却損

建物 6百万円

機械及び装置 290 〃

土地 0 〃

その他 40 〃

無形固定資産 4 〃

計 340 〃

 固定資産減損損失

  当社は、管理会計上の区分を

考慮して資産グループを決定し

ております。 

 将来キャッシュ・フローの回

収額を見積もった結果、将来の

使用が見込まれていない遊休地

について回収可能価額まで減額

し、当該減損額を固定資産減損

損失（12百万円）として特別損

失に計上しております。

用途 場所 種類
固定資産
減損損失
(百万円)

遊休地
兵庫県 
小野市

土地 12

  なお、当該資産の回収可能価

額は、正味売却価額と使用価値

のいずれか高い価額としており

ます。正味売却価額は路線価等

に基づき算定しております。

 

 

 

特別損失の内容は次のとおりであ

ります。

 固定資産除却売却損

建物 290百万円

機械及び装置 564 〃

土地 560 〃

その他 207 〃

無形固定資産 103 〃

計 1,724 〃

 固定資産減損損失

  当社は、管理会計上の区分を

考慮して資産グループを決定し

ております。 

 将来キャッシュ・フローの回

収額を見積もった結果、収益性

が低下した事業用資産及び将来

の使用が見込まれていない遊休

地について回収可能価額まで減

額し、当該減損額を固定資産減

損損失（2,202百万円）として

特別損失に計上しております。

用途 場所 種類
固定資産 
減損損失 
(百万円)

生産設備
茨城県 
水海道市

機械及び装
置

1,790

遊休地
兵庫県 
小野市 
他１件

土地 412

合計 2,202

  なお、当該資産の回収可能価

額は、正味売却価額と使用価値

のいずれか高い価額としており

ます。正味売却価額は路線価等

に基づき算定しております。 

 また、使用価値は将来キャッ

シュ・フローを5.0％で割り引

いて算定しております。

投資有価証券
売却損

12百万円

投資有価証券
評価損

360 〃

関係会社株式
評価損

295 〃

貸倒引当金繰入額 2,661 〃

関係会社貸倒損失 100 〃

ゴルフ会員権
評価損

2 〃

事業構造改善費用 1,881 〃

 なお、事業構造改善費用は、経

営構造改革を目的としたことによ

り生じた早期退職者への退職割増

金等であります。

 ５ 減価償却実施額

有形固定資産 3,877百万円

無形固定資産 219 〃

計 4,096 〃

減価償却実施額

有形固定資産 3,614百万円

無形固定資産 191 〃

計 3,805 〃

減価償却実施額

有形固定資産 8,542百万円

無形固定資産 419 〃

計 8,961 〃



(リース取引関係) 

  

 
  

(有価証券関係) 

前中間会計期間末、当中間会計期間末及び前事業年度末のいずれにおいても子会社株式及び関連会

社株式で時価のあるものはありません。 

  

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引に係る注記

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

その他 
(工具器具
及び備品)

407 279 128

無形固定
資 産（ソ
フトウェ
ア）

49 18 31

合計 456 297 159

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引に係る注記

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

その他 
(工具器具
及び備品)

229 144 85

無形固定
資 産（ソ
フトウェ
ア）

49 31 18

合計 278 175 103

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引に係る注記

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高
相当額 
(百万円)

その他
(工具器具
及び備品)

268 161 107

無形固定
資 産（ソ
フトウェ
ア）

49 25 24

合計 317 186 131

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 87百万円

１年超 74 〃

計 161 〃

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 65百万円

１年超 39 〃

計 104 〃
 

② 未経過リース料期末残高相当額

１年内 73百万円

１年超 60 〃

計 133 〃

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 65百万円

減価償却費 
相当額

63 〃

支払利息相当額 2 〃

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 43百万円

減価償却費
相当額

41 〃

支払利息相当額 1 〃

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 119百万円

減価償却費
相当額

115 〃

支払利息相当額 3 〃

④ 減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。

④ 減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。

④ 減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。

⑤ 利息相当額の算定方法

   リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

相当額とし、各期への配分方法

については、利息法によってお

ります。

⑤ 利息相当額の算定方法

   リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

相当額とし、各期への配分方法

については、利息法によってお

ります。

⑤ 利息相当額の算定方法

   リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

相当額とし、各期への配分方法

については、利息法によってお

ります。



(重要な後発事象) 

  

 
  

(2) 【その他】 

平成17年10月27日開催の取締役会において、平成17年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記

載または記録された株主または登録質権者に対し、第60期(平成17年４月１日から平成18年３月31日ま

で)の中間配当として１株について９円50銭(総額912百万円)を支払うことを決議いたしました。 

  

前中間会計期間末 
(平成16年９月30日)

当中間会計期間末
(平成17年９月30日)

前事業年度末 
(平成17年３月31日)

 当社は、確定給付企業年金法の施

行に伴い、厚生年金基金の代行部分

について、平成16年11月１日に厚生

労働大臣から過去分返上の認可を受

けました。 

 これにより、当事業年度の特別利

益として44億円を計上する見込であ

ります。

――― ―――



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

 
  

  

(1) 有価証券報告書 
及びその添付書類

事業年度 
(第59期)

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日

平成17年６月22日 
関東財務局長に提出。

(2) 自己株券買付状況
報告書

平成17年４月７日
    ６月１日
    ６月３日
     ７月５日
関東財務局長に提出。



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成16年12月17日

日立マクセル株式会社 

執行役社長 赤 井 紀 男 殿 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている日立マクセル株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計

期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照

表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査

を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結

財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、日立マクセル株式会社及び連結子会社の平成16年９月30日現在の財政状態並びに

同日をもって終了する中間連結会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)の経営成績及びキャ

ッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  
追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社及び一部の国内連結子会社が加入する日立マクセル厚生年

金基金は、厚生年金基金の代行部分について、平成16年11月１日に厚生労働大臣から過去分返上の認可を受

けた。 
  
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  渡  辺  憲  雄  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  平  山  直  充  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成17年12月19日

日立マクセル株式会社 

執行役社長 赤 井 紀 男 殿 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている日立マクセル株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計

期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照

表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査

を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結

財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、日立マクセル株式会社及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに

同日をもって終了する中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の経営成績及びキャ

ッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  平  山  直  充  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士   辻   幸  一   ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成16年12月17日

日立マクセル株式会社 

執行役社長 赤 井 紀 男 殿 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている日立マクセル株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第59期事業年度の中間会計期

間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間

損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は

独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、日立マクセル株式会社の平成16年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間

会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。 

  

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社が加入する日立マクセル厚生年金基金は、厚生年金基金の

代行部分について、平成16年11月１日に厚生労働大臣から過去分返上の認可を受けた。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  渡  辺  憲  雄  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  平  山  直  充  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成17年12月19日

日立マクセル株式会社 

執行役社長 赤 井 紀 男 殿 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている日立マクセル株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第60期事業年度の中間会計期

間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間

損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は

独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、日立マクセル株式会社の平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間

会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  平  山  直  充  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士   辻   幸  一   ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。
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