
 
  

【表紙】

【提出書類】 半期報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成18年12月20日

【中間会計期間】 第61期中(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)

【会社名】 日立マクセル株式会社

【英訳名】 Hitachi Maxell, Ltd.

【代表者の役職氏名】 執行役社長  角 田 義 人

【本店の所在の場所】 大阪府茨木市丑寅一丁目１番88号

【電話番号】 072(623)8101

(上記は登記上の本店所在地であり実際の本社業務は下記最寄

りの連絡場所において行っております。)

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区飯田橋二丁目18番２号

【電話番号】 03(3515)8283

【事務連絡者氏名】 法務・広報部長  春 日 義 行

【縦覧に供する場所】 日立マクセル株式会社本社

 (東京都千代田区飯田橋二丁目18番２号)

株式会社東京証券取引所

 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

株式会社大阪証券取引所

 (大阪市中央区北浜一丁目８番16号)



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。なお、平成18年９月中間期は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

３ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計

基準適用指針第８号）を適用しております。 

  

第一部【企業情報】

回次 第59期中 第60期中 第61期中 第59期 第60期

会計期間

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18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 100,754 97,943 99,129 201,196 204,131

経常利益 (百万円) 5,738 2,668 4,426 6,263 7,264

中間(当期)純利益 (百万円) 3,482 1,169 1,375 1,501 3,235

純資産額 (百万円) 198,365 191,554 194,594 190,511 193,208

総資産額 (百万円) 296,303 285,702 265,657 280,718 286,208

１株当たり純資産額 (円) 2,005.85 1,995.36 2,026.53 1,984.37 2,012.22

１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) 35.21 12.18 14.32 14.98 33.34

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 (％) 66.9 67.0 73.3 67.9 67.5

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 93 6,215 3,174 8,879 19,230

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 503 △5,702 △375 △6,322 3,859

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △788 △839 △22,120 △6,007 △1,677

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高

(百万円) 25,956 22,621 25,400 22,469 44,676

従業員数 (名) 4,866 4,596 4,653 4,731 4,528



(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。 

３ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計

基準適用指針第８号）を適用しております。 

  

回次 第59期中 第60期中 第61期中 第59期 第60期

会計期間

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18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 60,000 56,703 56,942 118,208 115,098

経常利益 (百万円) 4,538 2,760 3,777 4,489 6,800

中間(当期)純利益 (百万円) 2,739 1,654 1,480 136 3,390

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) 179,626 173,274 174,061 171,868 173,608

総資産額 (百万円) 263,319 253,480 229,645 250,620 251,568

１株当たり配当額 (円) 9.50 9.50 10.00 19.00 19.00

自己資本比率 (％) 68.2 68.4 75.8 68.6 69.0

従業員数 (名) 2,174 2,082 2,056 2,151 2,054



２ 【事業の内容】 

当社グループは、当社、親会社（株式会社日立製作所）、子会社30社及び関連会社３社で構成され、

情報メディア、電池、材料・デバイス及び電気機械器具の製造・販売を主な事業内容としております。

なお、事業区分につきましては、従来「情報メディア」「オーディオ・ビデオ」及び「電池・電器」

としておりましたが、市場変化により「オーディオ・ビデオ」製品が縮小する一方で、電池事業及び新

規事業が拡大しており、当社グループにおける事業構造が大きく変化してきたことから、事業の実態を

適切に反映させた事業区分とすることを目的に、当連結会計年度より「情報メディア」「電池」及び

「材料・デバイス・電器」に変更いたしました。主な変更点は、従来の「オーディオ・ビデオ」を「情

報メディア」に統合し、また従来の「電池・電器」から「電池」を独立表示させ、さらに「材料・デバ

イス・電器」を新設し、「情報メディア」に含まれていた「新規事業」及び従来の「電池・電器」に含

まれていた「電器」を統合したことであります。 

当社グループの事業区分別の主要製品及び主要な関係会社の当該事業における位置付けは次のとおり

であります。 

なお、事業区分は、事業の種類別セグメント区分と同一の区分であります。 

  

 

事業区分 主要製品
主要な関係会社の位置付け

製造会社 販売会社他

情報メディア

 コンピュータテープ  マクセル精器株式会社 株式会社マクセル商事

 放送用ビデオテープ  マクセル北陸精器株式会社 Maxell Corporation of America

 HD DVD  株式会社マクセルハイテック Maxell Europe Ltd.

 Blu-rayディスク  Maxell Europe Ltd. Maxell Deutschland GmbH

 DVD、CD、MOディスク  Maxell Tohshin (Malaysia) Sdn. Bhd. Maxell Scandinavia A B

 フロッピーディスク Maxell Benelux B.V.

 ミニディスク Maxell (France)

 オーディオテープ Maxell Italia S.p.A.

 ビデオテープ Maxell Hungary Kft.

電池

 リチウムイオン電池  無錫日立マクセル有限公司 Maxell Asia, Ltd.

 コイン形リチウム二次電池 マクセル（上海）貿易有限公司

 酸化銀電池 台湾マクセル有限公司

 リチウム一次電池 Maxell Asia (Singapore) Pte. Ltd.

 アルカリ乾電池

材料・デバイス・電器

 光学部品  九州日立マクセル株式会社

 機能性材料  マクセル精器株式会社

 RFIDシステム  株式会社東伸精工

 ICカード  Maxell Tohshin (Malaysia) Sdn. Bhd.

 小型電気機器

 電鋳・精密部品

 金型・合成樹脂成形品



事業の系統図は、次のとおりであります。 

  

 

  

  



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18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18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 2,036

電池 1,279

材料・デバイス・電器 1,338

合計 4,653

従業員数(名) 2,056



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、米国では個人消費等の伸びは緩やかになったもの

の、依然景気は拡大傾向で推移しました。欧州では個人消費や輸出が増加しており、景気は回復傾向で

推移しました。アジアでは内需及び外需とも好調で景気は拡大傾向で推移しました。日本経済は、個人

消費や設備投資などの内需や輸出が増加しており、景気は引き続き回復傾向で推移しました。 

当社グループの事業環境は、デジタル家電製品の市場拡大や為替レートが円安に推移したものの、製

品単価の下落や原材料費の上昇などの影響を受け、厳しい状況で推移しました。 

このような状況のもとで、当社グループでは４月にスタートさせた新中期経営計画におけるアクショ

ンプランを着実に遂行し、事業構造改革を積極的に推進した結果、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1.2％増（以下の比較はこれに同じ）の99,129百万円となりました。利益面で

は、高付加価値製品の売上高拡大に伴う操業度効果や総合原価低減に努めた結果、営業利益は157.5％

増の4,082百万円、経常利益は65.9％増の4,426百万円、中間純利益は17.6％増の1,375百万円、１株当

たり中間純利益は14円32銭となりました。 

当中間連結会計期間の対米ドルの平均円レートは115円、対ユーロの平均円レートは147円となりまし

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が、当連結会計年度よりセグメントを変更

しておりますので、前中間連結会計期間との比較につきましては、各セグメントの前中間連結会計期間

実績を組み替えて比較しております。 

情報メディア部門 

光ディスクは、CD-Rは強いブランド力を活かした販売により堅調に推移したことや、記録型DVDが好

調な需要を背景に販売数量を伸ばしたことにより売上高は増加しました。放送用ビデオテープは堅調に

推移し売上高は増加しました。コンピュータテープはLTO Ultrium２データカートリッジ及びLTO 

Ultrium３データカートリッジを中心とした高記憶容量製品の販売は好調に推移しているものの、全体

的には販売数量が伸び悩んだ結果、売上高は減少しました。オーディオテープ・ビデオテープ及びフロ

ッピーディスクは市場縮小により売上高は減少しました。この結果、情報メディア部門全体の売上高は

7.2％減の57,315百万円となりました。一方、営業利益は製品ミックスの改善による操業度効果などに

より826百万円増益の3,438百万円となりました。 

※LTO、LTOロゴ、Ultrium及びUltriumロゴはHP社、IBM社及びQuantum社の商標です。 

電池部門 

二次電池では、品質、性能、安全性を重視した高容量タイプの角形リチウムイオン電池が携帯電話向

けに好調に推移し、売上高は増加しました。一次電池では、アルカリ乾電池は国内におけるシェアが拡

大しており好調に推移するとともに、マイクロ電池は耐熱コイン形リチウム電池や環境に配慮した水

銀・鉛ゼロ使用の酸化銀電池の拡販により好調に推移し、売上高は増加しました。この結果、電池部門

全体の売上高は24.7％増の22,491百万円となりました。営業利益は売上高拡大に伴う操業度効果などに

より987百万円増益の867百万円となりました。 

材料・デバイス・電器部門 

材料・デバイスでは、光学部品が光ディスク用ピックアップレンズ及び高画素・高機能カメラレンズ

ユニットが堅調に推移し、RFIDシステムはアミューズメント向けを中心に、さらに機能性材料がフラッ

トパネルディスプレイ向けに堅調に推移したことにより売上高は増加しました。電器の売上高は減少し

ました。この結果、材料・デバイス・電器部門全体の売上高は6.5％増の19,323百万円となりました。

営業損益は新規事業関係の収益改善が進み684百万円改善の223百万円の営業損失となりました。 



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 

電池部門及び材料・デバイス・電器部門は売上高が増加しましたが、情報メディア部門の売上高が減

少した結果、売上高は4.5％減の39,104百万円となりました。一方、営業利益は操業度効果や総合原価

低減活動に努めた結果、2,061百万円増加の3,581百万円となりました。 

米州 

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ました。その結果、売上高

は2.9％増の32,677百万円、営業利益は33百万円減少の345百万円となりました。 

欧州 

情報メディア部門及び電池部門の売上高が増加した結果、売上高は2.6％増の17,069百万円となりま

した。一方、営業利益は製品構成の変化により、90百万円減少の88百万円となりました。 

アジア他 

電池部門及び材料・デバイス・電器部門の売上高が増加しました。その結果、売上高は19.5％増の

10,279百万円、営業利益は150百万円増加の235百万円となりました。 

  

(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、25,400百万円とな

り、前連結会計年度末より19,276百万円減少しました(前中間連結会計期間は152百万円の増加）。 

これは、営業活動によるキャッシュ・フローが3,174百万円増加する一方、投資活動によるキャッシ

ュ・フローが375百万円減少、財務活動によるキャッシュ・フローが22,120百万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とおりです。 

(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、3,174百万円の増加となりまし

た(前中間連結会計期間は6,215百万円増加）。これは主に、税金等調整前中間純利益3,403百万円、減

価償却費4,705百万円による資金の増加と、たな卸資産の増加2,713百万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375百万円の減少となりました(前

中間連結会計期間は5,702百万円の減少）。これは主に、有形固定資産取得による4,718百万円の資金の

減少と、有価証券及び投資有価証券の取得・売却による資金の増加4,361百万円によるものです。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、22,120百万円の減少となりました

（前中間連結会計期間は839百万円の減少）。これは主に、社債の償還による20,000百万円の資金の減

少、配当金の支払による912百万円の資金の減少によるものです。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

当中間連結会計期間から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比較に当たっては前中間

連結会計期間分を変更後の区分に組替えて、行っております。 

(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 55,411 △6.2

電池 22,896 +25.5

材料・デバイス・電器 14,348 +10.2

合計 92,655 +2.6

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 17,485 +3.0

電池 2,100 △8.3

材料・デバイス・電器 288 △62.4

合計 19,873 △0.8

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 57,315 △7.2

電池 22,491 +24.7

材料・デバイス・電器 19,323 +6.5

合計 99,129 +1.2



３ 【対処すべき課題】 

当社グループでは、平成18年４月より「革新とスピード」「選択と集中」「意識改革」をキーワード

にした新中期経営計画をスタートさせました。 

新中期経営計画では、「成長への変革」を図り当社グループをより成長性のある企業に変えること

と、平成23年３月期の「マクセル創業50周年」に向けて規模と収益性の成長をさらに追求することをビ

ジョンとして掲げております。このビジョン実現に向けたアクションプランの基軸を「基幹事業の再構

築と新展開」「新規事業の早期戦力化と将来への新技術の仕込み」「組織力の強化と発揮」とし、平成

21年３月期に売上高2,500億円、営業利益150億円、ROE５％以上の達成を目指してまいります。 

新中期経営計画の達成に向けた具体的な施策は次のとおりであります。 

 

①「革新とスピード」：「基幹事業の再構築と新展開」 

当社グループの強みである、卓越した「モノつくり力」と「ブランド力」を活かし、信頼性の確保を

最優先に次世代技術の先行開発や新市場の開拓を行うとともに、総合原価低減の徹底やビジネスモデル

の変革、ブランド力の一層の強化など経営体質強化に「革新とスピード」をもって取り組み、基幹事業

の再構築と新展開を図ってまいります。 

 

②「選択と集中」：「新規事業の早期戦力化と将来への新技術の仕込み」 

これまでに立ち上げてきた新規事業のうち、「光学部品」と「機能性材料」に今後集中的に経営リソ

ースを投下し、新規事業の早期戦力化と新しいポートフォリオの構築を目指してまいります。さらに、

現在の開発テーマを絞り込むとともに、新たなテーマを創出することにより、将来への事業化を加速さ

せてまいります。 

 

③「意識改革」：「組織力の強化と発揮」 

経営戦略の実行には、強い組織力の構築と発揮が必要不可欠であると考えております。現在、全従業

員参加の「再生・革新運動」により意識改革を推進中ですが、さらなる「意識改革」を醸成し組織力の

強化に取り組み、着実な経営戦略遂行の実現を目指してまいります。 

 

 なお、当社グループでは、CSR（企業の社会的責任）を意識した企業経営に取り組むことも、重要な

課題のひとつであると認識しております。 

環境保全に配慮し持続可能な資源循環型社会の構築を目指した環境経営や地域社会との共生を目指し

た社会貢献を積極的に行うとともに、平成18年４月にリスク管理体制の見直しを行いリスク管理体制の

強化を実施し、さらにコンプライアンス経営の徹底による内部統制システムの整備などを通じて、全て

のステークホルダーから信頼される企業グループを目指してまいります。  

  



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、技術統轄本部が各事業グループの設計開発部門と共同で行う開発に加えて、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4,367百万円であり、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 

技術統轄本部とテープ事業グループ及びディスク事業グループの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磁気メディアとDVDなどの光メディア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、DVDサイズの大きさで約13分の１の基板厚92ミクロンに薄型化したナノインプ

リント光ディスクを、65ミリ厚の専用カートリッジに100枚搭載することでテラバイト級の記憶容量を

可能にした体積記録型光ストレージ「SVOD(Stacked Volumetric Optical Discs)」技術の開発を進めま

した。また、追記型HD DVD-R/書換型HD DVD-RWディスク、追記型Blu-ray Disc (BD-R)/書換型Blu-ray 

Disc(BD-RE)の次世代光ディスクの開発を進めました。さらに、米国Quantum社のメディア技術認定を世

界初※1で取得し、800GBの記憶容量を実現した「マクセルDLTtapeS４※2カートリッジ」や録画用HD DVD-

Rディスク、データ用BD-Rディスク/BD-REディスク、また標準215分の長時間録画が可能な世界初※3８倍

速記録対応の著作権保護技術（CPRM※4）対応録画用DVD-R DL (DUAL LAYER)ディスクなどを商品化しま

した。情報メディア部門に係る研究開発費は1,946百万円であります。 

電池部門 

技術統轄本部とエナジーソリューション事業グループの設計開発部門が協力し、マイクロ電池、アル

カリ乾電池などの一次電池、リチウムイオン電池などの二次電池及び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、水とアルミニウムとの反応による水素発生シ

ステムを水素発生源とした燃料電池の開発や、電動工具などのアプリケーションをターゲットにした中

型リチウムイオン電池の研究開発を進めました。さらに、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商品化を行いました。電池部門

に係る研究開発費は1,275百万円であります。 

材料・デバイス・電器部門 

技術統轄本部とテープ事業グループ、オプトコンポーネンツ事業グループ及びデジタルペンソリュー

ション事業推進本部の設計開発部門、ならびに当社グループ会社の設計開発部門が協力し、光ディスク

ドライブ用やマイクロカメラ用の光学部品、機能性フィルムなどの機能性材料、RFIDシステムなどの電

子デバイス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、薄型設計・高分解

能・超広角タイプのマイクロカメラ用レンズや高次非球面のピックアップレンズなどの光学部品や、フ

ラットパネルディスプレイ向けの複合光学フィルムやLCD用輝度向上フィルムの研究開発を進め商品化

を行いました。材料・デバイス・電器部門に係る研究開発費は1,146百万円であります。 

  

  ※１ 平成18年５月現在。 

  ※２ DLTtape及びDLTロゴは、米国その他におけるQuantum社の商標または登録商標です。 

  ※３ ８倍速記録、CPRM対応録画用DVD-R DLディスクにおいて、平成18年５月現在。 

  ※４ CPRM：Content Protection for Recordable Media 



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（株） 
京都事業所 
（京都府大山崎町他）

情報メディア 
電池 
材料・デバイス・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

1,113 平成18年９月

日立マクセル（株） 
筑波事業所 
（茨城県常総市他）

情報メディア 
材料・デバイス・電器

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

411 平成18年９月

日立マクセル（株） 
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 228 平成18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（株） 
大阪事業所 
（大阪府茨木市他）

電池 電池生産設備 780 123 自己資金
平成18年 
 ４月

平成19年
 １月

日立マクセル（株） 
研究所 
（茨城県つくばみらい市他）

情報メディア
電池 
材料・デバイス・電器

研究開発設備 804 174 自己資金
平成18年 
 ８月

平成19年
 ３月

無錫日立マクセル有限公司 
（中国無錫市）

電池 リチウムイオン電池生産設備 1,505 29 自己資金
平成18年 
 ６月

平成18年
 10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】 

  

 
  

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 発行可能株式総数(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18年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年12月20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18年４月１日 
～平成18年９月30日

― 99,532 ― 12,203 ― 22,325



(4) 【大株主の状況】 

平成18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3,509千株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合3.53％)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 5,470 5.50

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 4,944 4.97

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)

1,302 1.31

カセイス バンク オーディナ 
リー アカウント 
(常任代理人 株式会社三菱東京
UFJ銀行)

1 PLACE VALHUBERT 75013 PARIS-FRANCE
(東京都千代田区丸の内二丁目７番１号)

1,282 1.29

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 1,237 1.24

ザ バンク オブ ニューヨーク 
トリーティー ジャスデック 
アカウント 
(常任代理人 株式会社三菱東京
UFJ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)

1,011 1.02

タム ツー 
(常任代理人 株式会社三菱東京
UFJ銀行)

P.O.BOX 2992 RIYADH 11169 KINGDOM
OF SAUDI ARABIA 
(東京都千代田区丸の内二丁目７番１号)

963 0.97

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

デクシア ビーアイエル オイス 
ター シカブ ジャパン オポチ 
ュニティズ 
(常任代理人 株式会社三菱東京
UFJ銀行)

69, ROUTE D'ESCH, L-2953 LUXEMBOURG
GRAND-DUCHY OF LUXEMBOURG 
(東京都千代田区丸の内二丁目７番１号)

800 0.80

計 ― 68,999 69.32

日本トラスティ・サービス 
信託銀行株式会社

3,856千株
日本マスタートラスト
信託銀行株式会社

3,530千株

資産管理サービス 
信託銀行株式会社

477千株



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18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3,200株(議決権32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44株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成18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

3,509,000
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

95,973,000
959,730 ―

単元未満株式  
普通株式 50,133 ― ―

発行済株式総数 99,532,133 ― ―

総株主の議決権 ― 959,730 ―

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

3,509,000 ― 3,509,000 3.53

計 ― 3,509,000 ― 3,509,000 3.53

月別
平成18年 
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 2,030 1,742 1,577 1,598 1,515 1,542

最低(円) 1,711 1,483 1,405 1,405 1,418 1,447



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17年４月１日から平成17年９月30日まで)は、改正前の中間連結財務

諸表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正後の中

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17年４月１日から平成17年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規

則に基づき、当中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正後の中間財務諸表

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17年４月１日から平成17年

９月30日まで)及び当中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18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17年４月１日から平成17年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成18年４

月１日から平成18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17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18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 11,774 7,995 15,735

 ２ 受取手形及び
   売掛金

38,278 40,641 39,882

 ３ 有価証券 26,539 16,350 18,635

 ４ たな卸資産 30,146 29,109 25,913

 ５ 繰延税金資産 8,185 7,377 8,263

 ６ その他 9,318 14,590 25,890

 ７ 貸倒引当金 △691 △617 △594

   流動資産合計 123,549 43.2 115,445 43.5 133,724 46.7

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 建物及び
    構築物

24,373 23,365 23,745

  (2) 機械装置及び
    運搬具

18,325 18,752 18,709

  (3) 土地 32,127 31,999 32,009

  (4) 建設仮勘定 2,476 3,576 1,924

  (5) その他 3,940 81,241 28.5 3,584 81,276 30.6 3,829 80,216 28.0

 ２ 無形固定資産 1,724 0.6 1,679 0.6 1,746 0.6

 ３ 投資その他の
   資産

  (1) 投資有価証券 71,038 60,168 62,713

  (2) 繰延税金資産 8,670 9,277 9,196

  (3) その他 3,818 2,147 2,951

  (4) 貸倒引当金 △4,338 79,188 27.7 △4,335 67,257 25.3 △4,338 70,522 24.7

   固定資産合計 162,153 56.8 150,212 56.5 152,484 53.3

   資産合計 285,702 100.0 265,657 100.0 286,208 100.0 



前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18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 18,719 17,870 17,697

 ２ 短期借入金 1,523 1,789 1,896

 ３ 一年以内に償還予定 
 の社債

20,000 ― 20,000

 ４ 未払金 5,991 5,118 4,684

 ５ 未払費用 21,543 21,216 21,527

 ６ 未払法人税等 911 1,622 2,139

 ７ その他 3,146 2,549 2,773

   流動負債合計 71,833 25.2 50,164 18.9 70,716 24.7

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 10,000 10,000 10,000

 ２ 退職給付引当金 9,078 9,252 9,197

 ３ 役員退職慰労引当金 553 518 623

 ４ その他 2,684 1,129 2,464

   固定負債合計 22,315 7.8 20,899 7.8 22,284 7.8

   負債合計 94,148 33.0 71,063 26.7 93,000 32.5

(資本の部)

Ⅰ 資本金 12,203 4.3 ― ― 12,203 4.3

Ⅱ 資本剰余金 22,325 7.8 ― ― 22,325 7.8

Ⅲ 利益剰余金 167,572 58.7 ― ― 168,726 59.0

Ⅳ その他有価証券
  評価差額金

△1,150 △0.4 ― ― △1,661 △0.6

Ⅴ 為替換算調整勘定 △4,371 △1.6 ― ― △3,361 △1.2

Ⅵ 自己株式 △5,025 △1.8 ― ― △5,024 △1.8

   資本合計 191,554 67.0 ― ― 193,208 67.5

   負債資本合計 285,702 100.0 ― ― 286,208 100.0 



 

前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18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
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― ― 12,203 4.6 ― ―

 ２ 資本剰余金 ― ― 22,327 8.4 ― ―

 ３ 利益剰余金 ― ― 169,155 63.7 ― ―

 ４ 自己株式 ― ― △4,992 △1.9 ― ―

   株主資本合計 ― ― 198,693 74.8 ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券
   評価差額金

― ― △1,588 △0.6 ― ―

 ２ 繰延ヘッジ損益 ― ― △226 △0.1 ― ―

 ３ 為替換算調整勘定 ― ― △2,285 △0.8 ― ―

   評価・換算差額等
   合計

― ― △4,099 △1.5 ― ―

   純資産合計 ― ― 194,594 73.3 ― ―

   負債純資産合計 ― ― 265,657 100.0 ― ―

 



② 【中間連結損益計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18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17年４月１日
至 平成18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 97,943 100.0 99,129 100.0 204,131 100.0 

Ⅱ 売上原価 67,537 69.0 68,116 68.7 140,888 69.0

   売上総利益 30,406 31.0 31,013 31.3 63,243 31.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 荷造発送費 3,418 3,328 6,776

 ２ 販売促進費 3,430 3,128 6,834

 ３ 広告宣伝費 1,709 1,683 3,397

 ４ 給与諸手当 5,168 5,822 10,394

 ５ 退職給付費用 501 431 978

 ６ 役員退職慰労
   引当金繰入額

78 85 152

 ７ 支払特許料 5,227 4,474 10,116

 ８ 減価償却費 871 873 1,796

 ９ その他 8,419 28,821 29.4 7,107 26,931 27.2 17,208 57,651 28.3

   営業利益 1,585 1.6 4,082 4.1 5,592 2.7

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 1,155 968 2,393

 ２ 受取配当金 17 15 32

 ３ 持分法による 
 投資利益

81 69 130

 ４ 賃貸料収入 399 381 808

 ５ 為替差益 22 ― ―

 ６ 雑収益 416 2,090 2.1 315 1,748 1.8 827 4,190 2.1

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 489 376 998

 ２ 売上割引 137 141 297

 ３ たな卸資産処分損 ― 232 346

 ４ 賃貸料原価 111 ― ―

 ５ 為替差損 ― 329 ―

 ６ 雑損失 270 1,007 1.0 326 1,404 1.4 877 2,518 1.2

   経常利益 2,668 2.7 4,426 4.5 7,264 3.6

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※１ 16 12 269

 ２ 投資有価証券売却益 ― ― 289

 ３ 関係会社整理益 ― ― 7

 ４ 未払費用戻入益 ― 16 0.0 ― 12 0.0 323 888 0.4

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却売却損 ※２ 473 428 1,134

 ２ 固定資産減損損失 ※３ 12 15 554

 ３ 投資有価証券売却損 ― ― 297

 ４ 投資有価証券評価損 ― 485 0.5 592 1,035 1.0 307 2,292 1.1

   税金等調整前
   中間(当期)純利益

2,199 2.2 3,403 3.5 5,860 2.9

   法人税、住民税
   及び事業税

717 1,112 2,543

   法人税等調整額 308 1,025 1.0 916 2,028 2.1 77 2,620 1.3

   少数株主利益 5 0.0 ― ― 5 0.0

   中間(当期)純利益 1,169 1.2 1,375 1.4 3,235 1.6



③ 【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

  [中間連結剰余金計算書] 

  

 
  

前中間連結会計期間

(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17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

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

Ⅱ 資本剰余金減少高

   自己株式処分差損 0 0 0 0

Ⅲ 資本剰余金中間期末(期末) 
  残高

22,325 22,325

（利益剰余金の部）

Ⅰ 利益剰余金期首残高 167,969 167,969

Ⅱ 利益剰余金増加高

   中間(当期)純利益 1,169 1,169 3,235 3,235

Ⅲ 利益剰余金減少高

 １ 配当金 912 1,824

 ２ 取締役賞与金 28 28

 ３ その他 ※１ 626 1,566 626 2,478

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末) 
  残高

167,572 168,726



  [中間連結株主資本等変動計算書] 

 当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 12,203 22,325 168,726 △5,024 198,230

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △912 △912

 利益処分による役員賞与 △34 △34

 中間純利益 1,375 1,375

 自己株式の取得 △1 △1

 自己株式の処分 2 33 35

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

2 429 32 463

平成18年９月30日残高(百万円) 12,203 22,327 169,155 △4,992 198,693

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) △1,661 ― △3,361 △5,022 193,208

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △912

 利益処分による役員賞与 △34

 中間純利益 1,375

 自己株式の取得 △1

 自己株式の処分 35

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

73 △226 1,076 923 923

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

73 △226 1,076 923 1,386

平成18年９月30日残高(百万円) △1,588 △226 △2,285 △4,099 194,594



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17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18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17年４月１日
至 平成18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

2,199 3,403 5,860

 ２ 減価償却費 4,988 4,705 10,382
 ３ 固定資産減損損失 12 15 554
 ４ 退職給付引当金の増加額  
   （△減少額）       

173 6 △348

 ５ 役員退職慰労引当金の 
   増加額(△減少額)

△6 △105 64

  ６ 貸倒引当金の増加額      
   (△減少額)

65 8 △52

 ７ 受取利息及び受取配当金 △1,172 △983 △2,425
 ８ 支払利息 489 376 998
 ９ 持分法による投資利益 △81 △69 △130
 10 投資有価証券売却益 ― ─ △289
 11  投資有価証券評価損 ― 592 ─
 12 固定資産除却売却損 473 428 1,134
 13 売上債権の減少額 
   (△増加額)

△601 △181 △1,067

 14 たな卸資産の減少額 
   (△増加額)

△2,250 △2,713 2,723

 15 仕入債務の増加額 
   (△減少額)

△69 72 △1,743

 16 未払費用の増加額 
   (△減少額)

1,836 △161 1,675

 17 役員賞与の支払額 △29 △34 △29
 18 その他 △279 △1,276 332
    小計 5,748 4,083 17,639
 19 利息及び配当金の受取額 1,337 1,189 2,498
 20 利息の支払額 △469 △466 △970
 21 法人税等の支払額 △401 △1,632 63
   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

6,215 3,174 19,230

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー
 １  定期預金の払戻 
   による収入

300 ─ 300

 ２ 有価証券の取得 
   による支出

△5,000 ─ △13,000

 ３ 有価証券の売却 
   による収入

1,500 4,800 17,445

 ４ 有形固定資産 
   の取得による支出

△5,134 △4,718 △8,483

 ５ 有形固定資産 
   の売却による収入

29 46 446

 ６ 投資有価証券 
   の取得による支出

△7,028 △5,535 △11,853

 ７ 投資有価証券の 
   売却による収入

9,792 5,096 19,457

 ８ 貸付けによる支出 △94 △427 △109
 ９ 貸付金の回収による収入 13 430 34
 10 その他 △80 △67 △378
   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△5,702 △375 3,859



 
  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18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17年４月１日
至 平成18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 短期借入金の増減額 62 △155 135

 ２ 社債の償還による支出 ―    △20,000 ─

 ３ 配当金の支払額 △912 △912 △1,824

 ４ 通貨スワップ満了 
   による支出

─ △1,087 ─

 ５ 自己株式の取得 
   による支出

△1 △1 △3

 ６ 自己株式の売却 
   による収入

12 35 15

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

△839 △22,120 △1,677

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額

478 45 724

Ⅴ 現金及び現金同等物 
  の増加額(△減少額)

152 △19,276 22,136

Ⅵ 現金及び現金同等物 
  の期首残高

22,469 44,676 22,469

Ⅶ 連結子会社による非連結会 
  社合併による現金及び現金 
  同等物の増加額

─ ─ 71

Ⅷ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

22,621 25,400 44,676



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17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18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 Tohshin(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 Tohshin(Malaysia)

Sdn.Bhd.

Maxell Asia(Singapore)

Pte. Ltd.

無錫日立マクセル有限公司

 前連結会計年度において連

結子会社であった Maxell 

Electronics(Malaysia)Sdn. 

Bhd. は、従来持分法を適用

しておりました非連結子会社

Tohshin  Precision

(Malaysia)Sdn.Bhd.  を合併

し、同 時 に 商 号 を Maxell 

Tohshin(Malaysia)Sdn.Bhd. 

に変更しております。

 (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９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９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17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18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㈱
 

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

９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

９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

分法適用の非連結子会社であ

っ た Tohshin  Precision

(Malaysia)Sdn.Bhd.  は、連

結子会社であった Maxell 

Electronics(Malaysia)Sdn. 

Bhd. と合併し、同時に商号

をMaxell Tohshin(Malaysia)

Sdn.Bhd.に変更しているた

め、持分法適用の非連結子会

社から除外しております。

 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社を清算いたしまし

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17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18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 

 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

  中間決算日の市場価格

等に基づく時価法(評

価差額は全部純資産直

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17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18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

 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

 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。

  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、換算差額は純資産の部

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。



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 (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。

 (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。



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17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

―――  （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間連結会計期間から「貸借

対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（企業会計基準委員

会 平成17年12月９日 企業会計基

準第５号）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準委

員会 平成17年12月９日 企業会

計基準適用指針第８号）を適用し

ております。 

 なお、従来の「資本の部」の合

計に相当する金額は 194,820百万

円であります。 

 中間連結財務諸表規則の改正に

より、当中間連結会計期間におけ

る中間連結財務諸表の純資産の部

については、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しておりま

す。

―――



表示方法の変更 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18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 「たな卸資産処分損」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60百万円

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「賃貸料原価」（当中間連結会計期間66百万円）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活動によるキャッ 

 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。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

 「投資有価証券評価損」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活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に17百万円含まれておりま

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17年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日)

※１ 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

142,052百万円

 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

144,813百万円

 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)

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)

118百万円

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)

138百万円

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18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 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 1百万円

機械装置及び運搬具 11 〃

計 12 〃

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 77百万円

機械装置及び運搬具 138 〃

土地 20 〃

その他 30 〃

無形固定資産 4 〃

計 269 〃

※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 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 57百万円

機械装置及び
運搬具

324 〃

その他 44 〃

無形固定資産 3 〃

計 428 〃

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 358百万円

機械装置及び
運搬具

687 〃

その他 85 〃

無形固定資産 4 〃

計 1,134 〃



 
  

(中間連結剰余金計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

※３ 固定資産減損損失 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、将来の使用

が見込まれていない遊休資産につ

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(15

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)

遊休資産

兵庫県 

小野市他

１件

土地 15

 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、廃止が決定

した事業用資産及び福利施設、将

来の使用が見込まれていない遊休

資産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(554百万円)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
京都府 
大山崎町

機械装置 
他

269

福利施設
京都府 
大山崎町 
他１件

建物他 158

遊休資産
茨城県 
常総市 
他１件

土地他 127

合計 554

 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。

前中間連結会計期間
(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17年４月１日
至 平成18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。

連結子会社であるMaxell Europe Ltd.は、当連結会

計年度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。



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

  

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  
  

２ 自己株式に関する事項 

 
（注）増加は単元未満株式の買取によるものであり、減少は役員退職慰労金規則に基づく、退任取締役及び退任執行

役に対する譲渡及び単元未満株式の買増請求に応じたものであります。 

  

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 

 

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後と

なるもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 99,532,133 ─ ─ 99,532,133

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 3,531,490 818 23,264 3,509,044

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18年５月19日 
取締役会

普通株式 912 9.5 平成18年３月31日 平成18年５月31日

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18年10月26日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 960 10.0 平成18年９月30日 平成18年11月30日



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17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18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）

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18年９月30日)
現金及び預金勘定 7,995百万円

有価証券(マネーマネー
ジメントファンド）

6,846 〃

その他流動資産 10,559 〃

現金及び現金同等物 25,400 〃 

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18年３月31日)
現金及び預金勘定 15,735百万円

有価証券(マネーマネー
ジメントファンド）

6,841 〃

その他流動資産 22,100 〃

現金及び現金同等物 44,676 〃 

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18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 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 878 252 626

機械装置 
及び 
運搬具

46 28 18

その他 
(工具器具 
及び備品)

217 132 85

無形固定
資 産（ソ
フトウェ
ア）

49 43 6

合計 1,190 455 735

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 815 222 593

機械装置
及び 
運搬具

55 33 22

その他
(工具器具
及び備品)

195 129 66

無形固定
資 産（ソ
フトウェ
ア）

49 37 12

合計 1,114 421 693

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 未経過リース料中間期末残高相

当額

 １年内 80百万円

 １年超 730 〃

  計 810 〃

② 未経過リース料期末残高相当額

 １年内 95百万円

 １年超 666 〃

  計 761 〃

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 64百万円

減価償却費相当額 56 〃

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 137百万円

減価償却費相当額 122 〃

支払利息相当額 20 〃

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。 

  

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18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 1,809 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

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)

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 1,056 1,929 873

② 債券 社債 54,489 51,104 △3,385

③ その他 10,540 10,343 △197

合計 66,085 63,376 △2,709



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18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 1,452

(2) その他有価証券

非上場株式 17

非上場外国株式 410

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 96

マネーマネージメントファンド 6,846

合計 13,142

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 1,054 2,427 1,373

② 債券 社債 59,371 55,178 △4,193

③ その他 10,017 10,005 △12

合計 70,442 67,610 △2,832

減損処理金額 307百万円

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 1,457

(2) その他有価証券

  非上場株式 607

  非上場外国株式 410

  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 102

  マネーマネージメントファンド 6,841

合計 13,738



(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。 

  

当中間連結会計期間末(平成18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)  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 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

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 9,554 9,805 △251

買建 338 344 6

スワップ取引 1,913 △106 △106

合計 － － △351

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 － － －

合計 － － －



前へ 

前連結会計年度末(平成18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。 

  

(ストック・オプション等関係) 

該当事項はありません。 

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 9,168 9,095 △73

買建 175 176 1

スワップ取引 5,000 △1,054 △1,054

合計 ― ― △1,126

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 △34 △34

合計 6,478 △34 △34



(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17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

  

 
(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 

 
  

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
(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 

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

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

情報 
メディア 
(百万円)

電池
(百万円)

材料・
デバイス・ 
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

57,315 22,491 19,323 99,129 ― 99,129

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― (―) ―

計 57,315 22,491 19,323 99,129 (―) 99,129

営業費用 53,877 21,624 19,546 95,047 (―) 95,047

営業利益又は 
営業損失(△)     

3,438 867 △223 4,082 (―) 4,082

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、HD DVD、Blu-rayディスク、

DVD、CD、MOディスク、フロッピーディスク、ミニディスク、オーディオ

テ－プ、ビデオテープ

電池
リチウムイオン電池、コイン形リチウム二次電池、酸化銀電池、リチウム

一次電池、アルカリ乾電池

材料・デバイス・電器
光学部品、機能性材料、RFIDシステム、ICカード、小型電気機器、電鋳・

精密部品、金型・合成樹脂成形品 他



３ セグメント事業区分の変更 

 従来、事業区分につきましては「情報メディア」、「オーディオ・ビデオ」及び「電池・電器」のセグメ

ント事業区分としてまいりましたが、市場変化により「オーディオ・ビデオ」製品が縮小する一方で、電池

事業及び新規事業が拡大しており、当社グループにおける事業構造が大きく変化してきたことから、事業の

実態を適切に反映させた事業区分とすることを目的に、当連結会計年度より「情報メディア」、「電池」及

び「材料・デバイス・電器」の事業区分に変更いたしました。主な変更点は、従来の「オーディオ・ビデ

オ」を情報メディアに統合し、また従来の「電池・電器」から「電池」を独立表示させ、さらに「材料・デ

バイス・電器」を新設し、「情報メディア」に含まれていた「新規事業」及び従来の「電池・電器」に含ま

れていた「電器」を統合したことであります。 

 なお、前中間連結会計期間及び前連結会計年度において当連結会計年度の事業区分によった場合の事業の

種類別セグメント情報は、次のとおりであります。 

前中間連結会計期間(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17年４月１日 至 平成18年３月31日) 
 

  

情報 
メディア 
(百万円)

電池
(百万円)

材料・
デバイス・
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

61,762 18,036 18,145 97,943 ― 97,943

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― (―) ―

計 61,762 18,036 18,145 97,943 (―) 97,943

営業費用 59,150 18,156 19,052 96,358 (―) 96,358

営業利益又は 
営業損失(△)     

2,612 △120 △907 1,585 (―) 1,585

情報 
メディア 
(百万円)

電池
(百万円)

材料・
デバイス・
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

128,407 39,692 36,032 204,131 ― 204,131

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― (―) ―

計 128,407 39,692 36,032 204,131 (―) 204,131

営業費用 122,478 38,476 37,585 198,539 (―) 198,539

営業利益又は 
営業損失(△)     

5,929 1,216 △1,553 5,592 (―) 5,592



前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  

 
(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 

 

  

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

112,197 25,110 66,824 204,131 ― 204,131

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― (―) ―

計 112,197 25,110 66,824 204,131 (―) 204,131

営業費用 108,983 25,379 64,177 198,539 (―) 198,539

営業利益又は 
営業損失(△)     

3,214 △269 2,647 5,592 (―) 5,592

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17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

  

 
  

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18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

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

39,104 32,677 17,069 10,279 99,129 ― 99,129

(2) セグメント間の
内部売上高

31,062 163 ― 5,338 36,563 (36,563) ―

計 70,166 32,840 17,069 15,617 135,692 (36,563) 99,129

営業費用 66,585 32,495 16,981 15,382 131,443 (36,396) 95,047

営業利益 3,581 345 88 235 4,249 (167) 4,082

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

83,436 66,968 36,004 17,723 204,131 ― 204,131

(2) セグメント間の
内部売上高

55,919 194 61 8,003 64,177 (64,177) ―

計 139,355 67,162 36,065 25,726 268,308 (64,177) 204,131

営業費用 135,251 66,059 35,969 25,245 262,524 (63,985) 198,539

営業利益 4,104 1,103 96 481 5,784 (192) 5,592



【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

  

 
  

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18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 31,550 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 30,085 16,913 16,938 63,936

Ⅱ 連結売上高 ― ― ― 99,129

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合

30.3％ 17.1％ 17.1％ 64.5％

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 65,117 35,768 29,371 130,256

Ⅱ 連結売上高 ― ― ― 204,131

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合

31.9％ 17.5％ 14.4％ 63.8％



(１株当たり情報) 

  

 
(注) 算定上の基礎 

   １ １株当たり純資産額 

 
     

     

   ２ １株当たり中間(当期)純利益金額 
  

 
  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

(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17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 1,995.36円 １株当たり純資産額 2,026.53円 １株当たり純資産額 2,012.22円

１株当たり中間純利益 12.18円 １株当たり中間純利益 14.32円
１株当たり
当期純利益金額

33.34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、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末
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度末
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

中間連結貸借対照表の純資産の
部の合計額(百万円)

― 194,594 ―

普通株式に係る純資産額 
(百万円)

― 194,594 ―

普通株式の発行済株式数 
(千株)

― 99,532 ―

普通株式の自己株式数 
(千株)

― 3,509 ―

１株当たり純資産額の算定に用
いられた普通株式の数(千株)

― 96,023 ―

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18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) 1,169 1,375 3,235

普通株主に帰属しない金額
(百万円)

― ― 34

(うち利益処分による 
取締役賞与金(百万円))

― ― 34

普通株式に係る中間(当期)
純利益(百万円)

1,169 1,375 3,201

普通株式の期中平均株式数
(千株)

95,998 96,011 95,998

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)。 
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)。 
なお、当該潜在株式は当
連結会計年度末現在保有
しておりません。



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17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18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 2,239 926 5,052

 ２ 受取手形 790 688 798

 ３ 売掛金 26,004 25,623 23,129

 ４ 有価証券 26,539 16,350 18,635

 ５ たな卸資産 12,458 12,221 11,540

 ６ その他 ※３ 19,832 19,737 35,956

 ７ 貸倒引当金 △170 △154 △137

   流動資産合計 87,692 34.6 75,391 32.8 94,973 37.8

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 建物 17,441 16,661 16,882

  (2) 機械及び装置 13,956 13,924 14,213

  (3) 土地 28,617 28,488 28,503

  (4) その他 6,020 5,489 5,262

   有形固定資産合計 66,034 64,562 64,860

 ２ 無形固定資産 1,128 1,113 1,178

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 69,008 58,645 61,179

  (2) 関係会社株式 18,704 18,446 18,704

  (3) 長期貸付金 1,105 2,681 898

  (4) その他 14,133 13,134 14,099

  (5) 貸倒引当金 △4,324 △4,327 △4,323

   投資その他の資産
   合計

98,626 88,579 90,557

   固定資産合計 165,788 65.4 154,254 67.2 156,595 62.2

   資産合計 253,480 100.0 229,645 100.0 251,568 100.0

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 11,828 10,721 11,162

 ２ 一年以内に償還予定
   の社債

20,000 ― 20,000

 ３ 未払費用 14,754 13,516 14,450

 ４ 未払法人税等 169 487 992

 ５ その他 14,397 12,519 12,587

   流動負債合計 61,148 24.1 37,243 16.2 59,191 23.5

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 10,000 10,000 10,000

 ２ 退職給付引当金 6,833 7,035 6,999

 ３ 役員退職慰労引当金 458 389 516

 ４ その他 1,767 917 1,254

   固定負債合計 19,058 7.5 18,341 8.0 18,769 7.5

   負債合計 80,206 31.6 55,584 24.2 77,960 31.0



 

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18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 4.8 ― ― 12,203 4.9

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 22,325 ― 22,325

 ２ その他資本剰余金 0 ― ―

   資本剰余金合計 22,325 8.8 ― ― 22,325 8.9

Ⅲ 利益剰余金

 １ 利益準備金 3,051 ― 3,051

 ２ 任意積立金 137,962 ― 137,962

 ３ 中間(当期)
   未処分利益

3,953 ― 4,777

   利益剰余金合計 144,966 57.2 ― ― 145,790 57.9

Ⅳ その他有価証券
  評価差額金

△1,195 △0.4 ― ― △1,686 △0.7

Ⅴ 自己株式 △5,025 △2.0 ― ― △5,024 △2.0

   資本合計 173,274 68.4 ― ― 173,608 69.0

   負債資本合計 253,480 100.0 ― ― 251,568 100.0

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― ― 12,203 5.3 ― ―

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 ― 22,325 ―

  (2) その他資本剰余金 ― 2 ―

   資本剰余金合計 ― ― 22,327 9.7 ― ―

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 ― 3,051 ―

  (2) その他利益剰余金

    別途積立金 ― 139,725 ―

    圧縮記帳積立金 ― 37 ―

    繰越利益剰余金 ― 3,545 ―

   利益剰余金合計 ― ― 146,358 63.7 ― ―

 ４ 自己株式 ― ― △4,992 △2.1 ― ―

   株主資本合計 ― ― 175,896 76.6 ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
 評価差額金

― ― △1,609 △0.7 ― ―

 ２ 繰延ヘッジ損益 ― ― △226 △0.1 ― ―

   評価・換算差額等 
 合計

― ― △1,835 △0.8 ― ―

   純資産合計 ― ― 174,061 75.8 ― ―

   負債純資産合計 ― ― 229,645 100.0 ― ―

 



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18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 56,703 100.0 56,942 100.0 115,098 100.0

Ⅱ 売上原価 39,576 69.8 39,911 70.1 79,867 69.4

   売上総利益 17,127 30.2 17,031 29.9 35,231 30.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 16,186 28.5 14,228 25.0 31,062 27.0

   営業利益 941 1.7 2,803 4.9 4,169 3.6

Ⅳ 営業外収益 ※１ 2,499 4.4 1,966 3.4 4,332 3.8

Ⅴ 営業外費用 ※２ 680 1.2 992 1.7 1,701 1.5

   経常利益 2,760 4.9 3,777 6.6 6,800 5.9

Ⅵ 特別利益 ※３ 1 0.0 2 0.0 553 0.5

Ⅶ 特別損失 ※４ 352 0.7 1,261 2.2 2,081 1.8

   税引前中間(当期)
   純利益

2,409 4.2 2,518 4.4 5,272 4.6

   法人税、住民税
   及び事業税

201 587 1,198

   法人税等調整額 554 755 1.3 451 1,038 1.8 684 1,882 1.7

   中間(当期)純利益 1,654 2.9 1,480 2.6 3,390 2.9

   前期繰越利益 2,299 ― 2,299

   自己株式処分差損 ― ― 0

   中間配当額 ― ― 912

   中間(当期) 
   未処分利益

3,953 ― 4,777



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(百万円) 12,203 22,325 ― 22,325

中間会計期間中の変動額

 自己株式の処分 2 2

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

2 2

平成18年９月30日残高(百万円) 12,203 22,325 2 22,327

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
圧縮記帳 

積立金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 3,051 137,925 37 4,777 145,790 △5,024 175,294

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △912 △912 △912

 中間純利益 1,480 1,480 1,480

 別途積立金の積立て 1,800 △1,800 ― ―

 自己株式の取得 △1 △1

 自己株式の処分 33 35

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

1,800 △1,232 568 32 602

平成18年９月30日残高(百万円) 3,051 139,725 37 3,545 146,358 △4,992 175,896

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) △1,686 ― △1,686 173,608

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △912

 中間純利益 1,480

 別途積立金の積立て ―

 自己株式の取得 △1

 自己株式の処分 35

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

77 △226 △149 △149

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

77 △226 △149 453

平成18年９月30日残高(百万円) △1,609 △226 △1,835 174,061



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17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18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

      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

     中間決算日の市場価格等

に基づく時価法(評価差

額は全部純資産直入法に

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17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18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。

 (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。

 (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。

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。



 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

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

   原則として繰延ヘッジ処理に

よっております。 

 なお、振当処理の要件を満た

している通貨スワップについて

は振当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

 (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。 

 外貨建貸付金の為替変動リス

クに対してヘッジする為に通貨

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。ただし、

振当処理によっている通貨スワ

ップについては有効性の評価を

省略しております。

 (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17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）

―――

 当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号）

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は174,287百万円で

あります。 

 中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間財

務諸表の純資産の部については、改

正後の中間財務諸表等規則により作

成しております。

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18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) 

  

 

  

(中間損益計算書関係) 

  

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

前事業年度末 
(平成18年３月31日)

※１ 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

111,460百万円

 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

115,238百万円

 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)

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)

118百万円

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)

138百万円

※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。

―――

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

※１ 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 197百万円

有価証券利息 633 〃

受取配当金 640 〃

賃貸料収入 386 〃

主な営業外収益

受取利息 400百万円

有価証券利息 1,803 〃

受取配当金 724 〃

賃貸料収入 770 〃

※２

 

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 119百万円

社債利息 159 〃

売上割引 140 〃

たな卸資産処分損 221 〃

為替差損 239 〃

主な営業外費用

支払利息 188百万円

社債利息 484 〃

売上割引 303 〃

たな卸資産処分損 315 〃

賃貸料原価 190 〃

※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

 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 1百万円

 その他 1 〃

計 2 〃

 

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 12百万円

 その他 0 〃

 無形固定資産 4 〃

計 16 〃

投資有価証券
売却益

207 〃

関係会社整理益 7 〃

未払費用戻入益 323 〃



 

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18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 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 54百万円

機械及び装置 307 〃

その他 32 〃

無形固定資産 3 〃

計 396 〃

 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資

産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（15百万円）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)

遊休資産
兵庫県 
小野市 
他1件

土地 15

  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。

 
投資有価証券 
評価損 592百万円

関係会社株式
評価損

258 〃

 

 

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 331百万円

機械及び装置 509 〃

土地 0 〃

その他 79 〃

無形固定資産 4 〃

計 923 〃

 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、廃止が

決定した事業用資産及び福利施

設、将来の使用が見込まれてい

ない遊休資産について回収可能

価額まで減額し、当該減損額を

固定資産減損損失（554百万

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
京都府 
大山崎町

機械及び 
装置他

269

福利施設
京都府 
大山崎町 
他１件

建物他 158

遊休資産
茨城県 
常総市 
他１件

土地他 127

合計 554

  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

297百万円

投資有価証券
評価損

307 〃

 ５ 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 3,290百万円

無形固定資産 191 〃

計 3,481 〃

減価償却実施額

有形固定資産 7,593百万円

無形固定資産 365 〃

計 7,958 〃

 



(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 自己株式に関する事項 

   
 (注) 増加は単元未満株式の買取によるものであり、減少は役員退職慰労金規則に基づく、退任取締役及び退任執  

    行役に対する譲渡及び単元未満株式の買増請求に応じたものであります。 

  

(リース取引関係) 

  

 
  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 3,531,490 818 23,264 3,509,044

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18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)

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 
(車両及び
運搬具)

15 2 13

その他 
(工具器具
及び備品)

167 97 70

無形固定
資 産（ソ
フトウェ
ア）

49 43 6

合計 231 142 89

 

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)

187 125 62

無形固定
資 産（ソ
フトウェ
ア）

49 37 12

合計 236 162 74

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 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 47百万円

１年超 43 〃

計 90 〃
 

② 未経過リース料期末残高相当額

１年内 56百万円

１年超 19 〃

計 75 〃

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 37百万円

減価償却費
相当額

36 〃

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 79百万円

減価償却費
相当額

76 〃

支払利息相当額 2 〃

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。 

  

(重要な後発事象) 

 該当事項はありません。 

  

  

(2) 【その他】 

平成18年10月26日開催の取締役会において、平成18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、剰余金の配当として１株について10円（総額960百

万円）を支払うことを決議いたしました。 



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。 

  

有価証券報告書及びその添付書類 

   事業年度 第60期(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日)平成18年６月22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18年12月20日

日立マクセル株式会社 

執行役社長 角 田 義 人 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18年４月１日から平成19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18年４月１日から平成18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、中間連結株主資本等変動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18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18年４月１日から平成18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 

セグメント情報の「事業の種類別セグメント情報」に記載されているとおり、会社は当中間連結会計期

間より事業区分の方法を変更した。 

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  平  山  直  充 ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  辻     幸  一 ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  尾  﨑  隆  之 ㊞

※ 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。



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成18年12月20日

日立マクセル株式会社 

執行役社長 角 田 義 人 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18年４月１日から平成19年３月31日までの第61期事業年度の中間会計期

間(平成18年４月１日から平成18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、中間損

益計算書及び中間株主資本等変動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18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18年４月１日から平成18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   ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  尾  﨑  隆  之  ㊞

※ 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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