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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第63期
第２四半期
連結累計期間

第63期
第２四半期
連結会計期間

第62期

会計期間

自　平成20年
　　４月１日
至　平成20年
　　９月30日

自　平成20年
　　７月１日
至　平成20年
　　９月30日

自　平成19年
　　４月１日
至　平成20年
　　３月31日

売上高 (百万円) 98,325 48,960 209,359

経常利益 (百万円) 3,810 1,137 5,534

当期純利益又は
四半期純損失(△)

(百万円) △943 △1,019 1,671

純資産額 (百万円) ― 190,042 192,074

総資産額 (百万円) ― 256,710 262,491

１株当たり純資産額 (円) ― 1,978.321,999.65

１株当たり当期純利益又は
１株当たり四半期純損失(△)

(円) △9.82 △10.61 17.40

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) ― 74.0 73.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 9 ― 15,131

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 4,226 ― 1,732

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △332 ― △5,439

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― 50,634 46,340

従業員数 (名) ― 4,764 4,881

(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株当たり四半期（当期）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。
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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25社及び関連会社２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。

　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。

　

事業の種類別
セグメントの名称

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

ブルーレイディスク
Maxell Tohshin (Malaysia) Sdn.
Bhd.

Maxell Europe Ltd.

DVD、CD Maxell Deutschland GmbH

オーディオテープ Maxell (France)

ビデオテープ Maxell Italia S.p.A.

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 株式会社スリオンテック

機能性材料 九州日立マクセル株式会社

粘着テープ マクセル精器株式会社

RFIDシステム 株式会社東伸精工

小型電気機器
Maxell Tohshin (Malaysia) Sdn.
Bhd.

電鋳・精密部品

金型・合成樹脂成形品
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事業の系統図は、次のとおりであります。
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３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、当社は以下の連結子会社を吸収合併いたしました。なお、記載内容

は、前連結会計年度末現在のものであります。

名称 住所

資本金

又は

出資金

(百万円)

主要な事業

の内容

議決権の所有

〔被所有〕   

割合(％)

役員の兼任等

資金援助
営業上

の取引

設備の

賃貸借

状況
兼任

(名)

出向

(名)

転籍

(名)

(連結子会社)

㈱マクセルライフ 大阪府茨木市 60福利厚生等の業務 100.02 ― 2貸付金
当社福利厚生

業務の受託
土地・建物

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成20年９月30日現在

従業員数(名)
4,764
(680)

(注) １　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　従業員数は就業人員であり、臨時雇用人員は、当第２四半期連結会計期間の平均人員を（ ）外数で記載してお

ります。　

　

(2) 提出会社の状況

平成20年９月30日現在

従業員数(名) 2,023

(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。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第２四半期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。
　

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円)

情報メディア 19,421 

電池 15,082

材料・デバイス・電器 10,047

合計 44,550

(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。

　

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円)

情報メディア 6,994

電池 1,284

材料・デバイス・電器 1,366

合計 9,644

　

(2) 受注実績

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

当第２四半期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。
　

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円)

情報メディア 20,379

電池 15,228

材料・デバイス・電器 13,353

合計 48,960

(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。
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２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

(1)　経営成績の分析

当第２四半期連結会計期間におけるグローバル経済は、米国ではサブプライム問題などにより景気は

減速しました。欧州では個人消費や設備投資が鈍化するなど低調に推移しました。アジアでは輸出が底

堅く推移し、中国でも高い成長率を維持するなど景気は拡大基調で推移しました。日本経済は、個人消費

が伸び悩み、設備投資が鈍化したことにより景気は低調に推移しました。当社グループの事業環境は、製

品単価の下落や原材料費の高騰などの影響を受け、厳しい状況で推移しました。

　このような状況のもと、当第２四半期連結会計期間の売上高は、材料・デバイス・電器部門、及び電池

部門が伸長したものの、情報メディア部門が減収となったことにより、48,960百万円となりました。利益

面では、光ディスクの収支が大幅に改善したものの、製品価格の下落や原材料費の高騰、為替の影響など

により、営業利益は1,057百万円、経常利益は1,137百万円となりました。なお、特別損失の計上などによ

り、1,019百万円の四半期純損失となりました。

　当第２四半期連結会計期間の対米ドルの平均円レートは107円、対ユーロの平均円レートは159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。

　

情報メディア部門

コンピュータテープは、高記憶容量品であるLTO Ultrium４データカートリッジが販売数量を伸ばしま

したが、製品価格下落や為替などの影響を受けたことにより減収となりました。オーディオ・ビデオテー

プは、市場縮小により減収となりました。この結果、情報メディア部門全体の売上高は20,379百万円とな

りました。一方、営業利益は、光ディスクにおいて前連結会計年度に事業構造改革を実施したことにより

収支が大幅に改善し、876百万円となりました。

※Linear Tape-Open、LTO及びUltriumは米国その他におけるHP社、IBM社及びQuantum社の商標です。

 

電池部門

二次電池では、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販売数量を伸ばし、増収とな

りました。一方、一次電池では、耐熱コイン形リチウム電池などの高付加価値製品が伸長したものの、酸化

銀電池や乾電池が低調に推移し減収となりました。この結果、電池部門全体の売上高は15,228百万円とな

りました。営業利益は、原材料費高騰の影響などにより399百万円となりました。

　

材料・デバイス・電器

材料・デバイスでは、光学部品の光ディスクドライブ用ピックアップレンズが伸長したほか、平成19年

９月に株式会社スリオンテックを子会社化したことなどにより、大幅増収となりました。一方、電器は減

収となりました。この結果、材料・デバイス・電器部門全体の売上高は13,353百万円となりました。営業

損益は、電器が増益となったものの、材料・デバイスの収支が悪化したことにより、218百万円の営業損失

となりました。
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所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。なお、各所在地の売上高は、セグメント間の内部

売上高を含んでおります。

　

日本

角形リチウムイオン電池や光学部品が伸長したことや、平成19年９月に株式会社スリオンテックを子

会社化したことなどにより、売上高は37,569百万円となりました。営業利益は光ディスクの収支が改善し

たものの、電池、光学部品が減益となったことにより、187百万円となりました。

米州

コンピュータテープ、ビデオテープ、光ディスクなどが減収となった結果、売上高は14,247百万円とな

りました。一方、営業利益はコンピュータテープなどが減益となったことにより、417百万円となりまし

た。

欧州

角形リチウムイオン電池が増収となったものの、コンピュータテープ、ビデオテープなどが減収となっ

た結果、売上高は6,698百万円となりました。一方、営業利益はコンピュータテープやアクセサリーなどが

減益となったことにより、131百万円となりました。

アジア他

角形リチウムイオン電池が増収となった結果、売上高は11,142百万円となりました。一方、営業利益は

電池、光学部品が増益となったことにより、313百万円となりました。

　

(2)　財政状態の分析

①　資産

総資産は、前四半期連結会計期間末より6,259百万円減少し、256,710百万円となりました。これは

主に、公社債の償還により有価証券及び投資有価証券が減少したことなどによるものです。

②　負債

負債は、前四半期連結会計期間末より3,332百万円減少し、66,668百万円となりました。これは主

に、仕入債務の減少によるものです。

③　純資産

純資産は、前四半期連結会計期間末より2,927百万円減少し、190,042百万円となりました。これは

主に、為替換算調整勘定の増加及び当四半期連結会計期間における四半期純損失の計上によるもの

です。

　

(3)　キャッシュ・フローの状況

当第２四半期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、50,634百万円

となり、前連結会計年度末より4,294百万円増加しました（前四半期連結会計期間末より9,231百万円増

加）。これは、営業活動によるキャッシュ・フローが9百万円及び投資活動によるキャッシュ・フローが

4,226百万円増加、財務活動によるキャッシュ・フローが332百万円減少したことによります（当第２四

半期連結会計期間においては、営業活動によるキャッシュ・フローが1,752百万円、投資活動による

キャッシュ・フローが7,376百万円及び財務活動によるキャッシュ・フローが632百万円の増加）。
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（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、9百万円の増加となりま

した（当第２四半期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、1,752百万円の増

加）。これは主に、税金等調整前四半期純利益及び減価償却費5,019百万円などによる資金の増加と、仕

入債務の減少額1,719百万円及び未払費用の減少額1,271百万円などによる資金の減少によるものです

（当第２四半期連結会計期間においては、減価償却費2,612百万円などによる資金の増加と、税金等調

整前四半期純損失1,710百万円による資金の減少）。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、4,226百万円の増加とな

りました（当第２四半期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、7,376百万円の

増加）。これは主に、投資有価証券の売却による12,053百万円の資金の増加と、有形固定資産の取得に

よる支出7,328百万円による資金の減少によるものです（当第２四半期連結会計期間においては、投資

有価証券の売却による11,011百万円の資金の増加と、有形固定資産の取得による3,932百万円の資金の

減少）。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、332百万円の減少となり

ました（当第２四半期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、632百万円の増

加）。これは主に、配当金の支払いによる961百万円の資金の減少と、短期借入金の増加638百万円によ

る資金の増加によるものです（当第２四半期連結会計期間においては、短期借入金の増加632百万円に

よる資金の増加）。

　

(4)　事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。

　なお、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針は次のとおりです。

　当社は、株式の上場を通じて、投資家・株式市場から、将来の成長のために資本の提供をいただくとと

もに、日々評価されることを通じて、より緊張感のある経営を実践することが、企業価値並びに「マクセ

ル」ブランドの価値増大のために極めて重要であると認識しております。

　一方、当社の株主構成につきましては、株式会社日立製作所が親会社であり、当社は、同社との資本関係

を前提に、経営の独立性を保ちながら、同社及び日立グループ各社が有する研究開発力やその他の経営

資源を有効に活用することが、株式の上場と同じく、企業価値並びに「マクセル」ブランドの価値向上

に資すると考えております。

　当社は、ガバナンス体制の構築を進めるとともに、経営計画の策定及び実現に取り組むことにより、親

会社のみならず、広く株主に提供される価値の最大化を重要な経営目標と位置付けております。

　

(5)　研究開発活動

当第２四半期連結会計期間の研究開発費の総額は2,346百万円であります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

①　提出会社

　　当第２四半期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　国内子会社

　　当第２四半期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。

　

③　在外子会社

　　当第２四半期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

前四半期連結会計期間末に計画していた設備計画のうち、当第２四半期連結会計期間に完了した

ものは、次のとおりであります。

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
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

1,892平成20年９月

日立マクセル㈱
小野事業所
（兵庫県小野市他）

電池 電池生産設備 306平成20年９月

　

②　重要な設備の新設等

当第２四半期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。

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

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
464 91自己資金

平成20年

７月

平成21年　

３月

(注)１　金額には消費税等を含んでおりません。

　　２　当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間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。
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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】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 284,800,000

計 284,800,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年11月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 99,532,13399,532,133

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 99,532,13399,532,133― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(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20年９月30日 ― 99,532,133― 12,203 ― 22,325
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(5) 【大株主の状況】

平成20年９月30日現在

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 6,810 6.84

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 3,225 3.24

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６番７号)

2,513 2.53

ゴールドマン．　サックス．
インターナショナル
(常任代理人　ゴールドマン・
サックス証券株式会社)

133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB, U.K
(東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番４号)

1,068 1.07

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)

1,018 1.02

シービーエヌワイ　ディエフエイ
　インターナショナル　キャップ　
バリュー　ポートフォリオ
(常任代理人　シティバンク銀行
株式会社)

1299 OCEAN AVENUE,11F, SANTA MONICA, CA
90401 USA
(東京都品川区東品川二丁目３番14号)

995 1.00

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)

950 0.96

ノーザン　トラスト　カンパニー　
エイブイエフシー　リ　ノーザン　
トラスト　ガンジー　ノン　トリー
ティー　クライアンツ
(常任代理人　香港上海銀行東京
支店)

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14
5NT, UK
(東京都中央区日本橋三丁目11番１号)

900 0.90

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 790 0.79

計 ― 69,404 69.73

(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。　

　　日本トラスティ・サービス

信託銀行株式会社
4,347千株

日本マスタートラスト
信託銀行株式会社

2,578千株

　　野村信託銀行株式会社   757千株

２　当社は自己株式を3,469,839株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合3.49％）有しております。

３　当第２四半期累計期間において、ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社、ソシエテジェネラルア

セットマネジメントインターナショナルリミテッド及びソシエテジェネラルエスアーから平成20年６月20日

付で関東財務局長に提出された大量保有報告書の変更報告書により、平成20年６月13日現在で以下の株式を

所有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第２四半期会計期間末における実質所有株式数の

確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

　 なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称
保有株券等の数
(千株)

株券等保有割合
(％)

ソシエテジェネラルアセットマネジメント
インターナショナルリミテッド

3,426 3.44

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社 490 0.49

ソシエテジェネラルエスアー 128 0.13
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20年９月30日現在

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  3,469,800

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 96,016,000 960,160 ―

単元未満株式 普通株式     46,333― ―

発行済株式総数 99,532,133― ―

総株主の議決権 ― 960,160 ―

(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3,000株（議決権30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が39株含まれております。

　

　

② 【自己株式等】

平成20年９月30日現在

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

3,469,800― 3,469,8003.49

計 ― 3,469,800― 3,469,8003.49

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 1,154 1,416 1,572 1,402 1,395 1,239

最低(円) 991 1,133 1,321 1,194 1,186 1,048

(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提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。

　

EDINET提出書類

日立マクセル株式会社(E01947)

四半期報告書

13/31



第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期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19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、四半期連結財務諸表は、「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20年８月７日内閣府令第50号)附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半

期連結財務諸表規則を適用しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間(平成20年７月１

日から平成20年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日

まで)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けておりま

す。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 13,631 15,830

受取手形及び売掛金 *3
 39,627

*3
 39,327

有価証券 990 9,948

たな卸資産 *1
 26,254

*1
 25,616

関係会社預け金 36,750 30,154

その他 15,160 14,334

貸倒引当金 △627 △500

流動資産合計 131,785 134,709

固定資産

有形固定資産

土地 41,850 42,289

その他（純額） *2
 47,945

*2
 45,714

有形固定資産合計 89,795 88,003

無形固定資産 1,868 2,080

投資その他の資産

投資有価証券 21,718 26,963

その他 11,559 10,752

貸倒引当金 △15 △16

投資その他の資産合計 33,262 37,699

固定資産合計 124,925 127,782

資産合計 256,710 262,491

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 21,102 22,670

短期借入金 1,816 1,193

1年内償還予定の社債 10,000 －

未払法人税等 818 1,722

その他 19,659 20,533

流動負債合計 53,395 46,118

固定負債

社債 － 10,000

退職給付引当金 8,494 8,919

役員退職慰労引当金 488 548

その他 4,291 4,832

固定負債合計 13,273 24,299

負債合計 66,668 70,417
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 12,203 12,203

資本剰余金 22,325 22,326

利益剰余金 167,560 169,653

自己株式 △4,937 △4,949

株主資本合計 197,151 199,233

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,860 △1,751

為替換算調整勘定 △5,249 △5,408

評価・換算差額等合計 △7,109 △7,159

純資産合計 190,042 192,074

負債純資産合計 256,710 262,491
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

売上高 98,325

売上原価 71,945

売上総利益 26,380

販売費及び一般管理費 *1
 23,987

営業利益 2,393

営業外収益

受取利息 943

受取配当金 18

為替差益 427

その他 661

営業外収益合計 2,049

営業外費用

支払利息 240

売上割引 133

その他 259

営業外費用合計 632

経常利益 3,810

特別利益

固定資産売却益 240

未払費用戻入益 568

その他 64

特別利益合計 872

特別損失

固定資産除売却損 357

減損損失 1,959

投資有価証券評価損 2,298

その他 7

特別損失合計 4,621

税金等調整前四半期純利益 61

法人税等 *2
 1,004

四半期純損失（△） △943
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
　至 平成20年９月30日)

売上高 48,960

売上原価 36,145

売上総利益 12,815

販売費及び一般管理費 *1
 11,758

営業利益 1,057

営業外収益

受取利息 307

受取配当金 4

受取賃貸料 207

その他 121

営業外収益合計 639

営業外費用

支払利息 144

売上割引 65

為替差損 225

その他 125

営業外費用合計 559

経常利益 1,137

特別利益

固定資産売却益 101

未払費用戻入益 568

その他 57

特別利益合計 726

特別損失

固定資産除売却損 196

減損損失 1,959

投資有価証券評価損 1,413

その他 5

特別損失合計 3,573

税金等調整前四半期純損失（△） △1,710

法人税等 *2
 △691

四半期純損失（△） △1,019
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 61

減価償却費 5,019

減損損失 1,959

受取利息及び受取配当金 △961

支払利息 240

投資有価証券評価損益（△は益） 2,298

固定資産除売却損益（△は益） 117

売上債権の増減額（△は増加） △696

たな卸資産の増減額（△は増加） △472

仕入債務の増減額（△は減少） △1,719

未払費用の増減額（△は減少） △1,271

未収入金の増減額（△は増加） △1,019

その他 △2,617

小計 939

利息及び配当金の受取額 778

利息の支払額 △210

法人税等の支払額 △1,498

営業活動によるキャッシュ・フロー 9

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △7,328

有形固定資産の売却による収入 655

投資有価証券の取得による支出 △831

投資有価証券の売却による収入 12,053

関係会社株式の取得による支出 △26

その他 △297

投資活動によるキャッシュ・フロー 4,226

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 638

配当金の支払額 △961

その他 △9

財務活動によるキャッシュ・フロー △332

現金及び現金同等物に係る換算差額 314

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,217

現金及び現金同等物の期首残高 46,340

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

77

現金及び現金同等物の四半期末残高 50,634
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第２四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

１　連結の範囲の変更

㈱マクセルライフは、当第２四半期連結会計期間において当社に吸収合併され消滅したため連結の範囲から

除外しております。

 

２　持分法の適用範囲の変更

非連結子会社のうち１社は、第１四半期連結会計期間において他の連結子会社に吸収合併され消滅したため

持分法の適用範囲から除外しております。

　非連結子会社のうち２社は、当第２四半期連結会計期間において当社に吸収合併され消滅したため持分法の適

用範囲から除外しております。

３　会計処理基準に関する事項の変更

(１)棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号）

を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、低価法から原価法（収益性の低下による簿価

切下げの方法）に変更しております。　　

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の売上総利益及び営業利益はそれ

ぞれ475百万円減少しております。

(２)連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用

「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会　平

成18年５月17日　実務対応報告第18号）を第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を

行っております。　　

　これによる損益に与える影響は軽微であります。
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【簡便な会計処理】

　
当第２四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

１　一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認

められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

２　繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

の状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングを利用する方法によっており、前連結会計年度以降に経営環境等に著しい変化があるか、又

は、一時差異等の発生の状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度末において使用した将来の

業績予測やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっておりま

す。

 

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

　
当第２四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

税金費用の計算

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期

純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。ただし、見積実効税率を使用できない場

合には、法定実効税率を使用しております。

 

　

【追加情報】

　
当第２四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

有形固定資産の耐用年数の変更

当社及び国内連結子会社の一部の生産設備の耐用年数について法人税法の改正を契機に見直しを行い、第１四

半期連結会計期間より、製品ライフサイクルの短縮等を反映した耐用年数に変更しております。　

　この結果、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ186百万

円減少しております。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

※１    商品及び製品 15,223百万円

　 仕掛品 8,382  〃

　 原材料及び貯蔵品 2,649　〃

   商品及び製品 15,096百万円

   仕掛品 8,163  〃

   原材料及び貯蔵品 2,357　〃

※２  有形固定資産減価償却累計額 144,476百万円

　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 152,610百万円

　減価償却累計額には、減損損失累計額を含めておりま

す。

※３ 手形割引高及び裏書譲渡高

　 受取手形裏書譲渡高 449百万円

手形割引高及び裏書譲渡高

　 受取手形裏書譲渡高 377百万円

　

(四半期連結損益計算書関係)

　

第２四半期連結累計期間

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９月30日)

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの

荷造発送費 3,060百万円

販売促進費 2,539　 〃

広告宣伝費 1,186　 〃

給与諸手当 5,753　 〃

退職給付費用 388　 〃

支払特許料 3,568　 〃

※２ 「法人税、住民税及び事業税」と「法人税等調整額」

を「法人税等」として一括掲記しております。

　

第２四半期連結会計期間

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
  至　平成20年９月30日)

※１
 

販売費及び一般管理費の主なもの

　荷造発送費 1,555百万円

　販売促進費 1,402　 〃

　広告宣伝費 569　 〃

　給与諸手当 2,723　 〃

　退職給付費用 90　 〃

　支払特許料 1,709　 〃

※２

 

「法人税、住民税及び事業税」と「法人税等調整額」

を「法人税等」として一括掲記しております。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９月30日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

(平成20年９月30日)

現金及び預金 13,631百万円

関係会社預け金 36,750〃

その他流動資産 253〃

現金及び現金同等物 50,634〃
 

　

　

(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自　平成20年4月１日　至

　平成20年９月30日)

 

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 99,532,133

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 3,469,839

　

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
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20年５月19日
取締役会

普通株式 利益剰余金 961 10.0平成20年３月31日 平成20年５月30日

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年10月29日
取締役会

普通株式 利益剰余金 961 10.0平成20年９月30日 平成20年11月28日

　　　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。
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(リース取引関係)

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）

所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っ

ておりますが、当四半期連結会計期間におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変

動が認められないため、記載しておりません。

　

　

(有価証券関係)

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）

　

時価のあるその他有価証券が、第２四半期連結会計期間末の連結貸借対照表計上額その他の金額に

前連結会計年度の末日に比べて著しい変動があります。

　

区分
取得原価
(百万円)

四半期連結貸借対照表
計上額
(百万円)

差額
(百万円)

その他有価証券

①　株式 853 1,046 193

②　債券 18,586 15,701 △ 2,885

③　その他 4,506 4,083 △ 423

合計 23,945 20,830 △ 3,115

　

　

(デリバティブ取引関係)

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がありません。

　

　

(ストック・オプション等関係)

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）

該当事項はありません。

　

　

　

　

　

　

　

　

EDINET提出書類

日立マクセル株式会社(E01947)

四半期報告書

24/31



(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30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

20,379 15,228 13,353 48,960 ― 48,960

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― ― ― ― (―) ―

計 20,379 15,228 13,353 48,960 (―) 48,960

営業利益又は
営業損失（△）

876 399 △ 218 1,057 (―) 1,057

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30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

42,593 29,007 26,725 98,325 ― 98,325

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― ― ― ― (―) ―

計 42,593 29,007 26,725 98,325 (―) 98,325

営業利益又は
営業損失（△）

2,112 542 △ 261 2,393 (―) 2,393

(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、ブルーレイディスク、
 DVD、CD、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、粘着テープ、RFIDシステム、
 小型電気機器、電鋳・精密部品、金型・合成樹脂成形品
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【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

　
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

21,76114,183 6,697 6,319 48,960 ― 48,960

　(2) セグメント間の
　　　内部売上高　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

15,808 64 1 4,823 20,696  ( 20,696) ―

計 37,56914,247 6,698 11,14269,656( 20,696)48,960

営業利益 187 417 131 313 1,048  9 1,057

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

　
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

44,42928,36013,74611,79098,325 ― 98,325

　(2) セグメント間の
　　　内部売上高　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

32,262 156 4 7,575 39,997  ( 39,997) ―

計 76,69128,51613,75019,365138,322( 39,997)98,325

営業利益 1,212 576 353 391 2,532 ( 139) 2,393

(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、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
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【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

　 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 11,544 6,534 12,689 30,767

Ⅱ　連結売上高 ― ― ― 48,960

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合

23.6％ 13.3％ 25.9％ 62.8％

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

　 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 22,625 14,048 24,526 61,199

Ⅱ　連結売上高 ― ― ― 98,325

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合

23.0％ 14.3％ 24.9％ 62.2％

(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。
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(１株当たり情報)

 

１　１株当たり純資産額

　 当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

1,978.32円 1,999.65円

　

２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

第２四半期連結累計期間

　 当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純損失(△)  △ 9.82円

(注)　１　潜在株式調整後１株当たり四半期純損失については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２　１株当たり四半期純損失の算定上の基礎
　

項目
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失(△)(百万円) △ 943

普通株式に係る四半期純損失(△)(百万円) △ 943

普通株式の期中平均株式数(千株) 96,062

　

第２四半期連結会計期間

　 当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
 至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純損失(△) △10.61円

(注)　１　潜在株式調整後１株当たり四半期純損失については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２　１株当たり四半期純損失の算定上の基礎
　

項目
当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
 至　平成20年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失(△)(百万円) △ 1,019

普通株式に係る四半期純損失(△)(百万円) 　△ 1,019

普通株式の期中平均株式数(千株) 96,062

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２【その他】

第63期（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）中間配当については、平成20年10月29日開催

の取締役会において、平成20年９月30日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主

に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

①配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　 　961百万円

②１株当たりの金額　　　　　　　　　　　       　 10円00銭

③支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　平成20年11月28日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

EDINET提出書類

日立マクセル株式会社(E01947)

四半期報告書

30/31



独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年11月６日

日立マクセル株式会社

執行役社長　　角　田　義　人　殿

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　辻　　　　幸　一　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　尾　﨑　　隆　之　　印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「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20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間

(平成20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20

年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四

半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期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四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにあ

る。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期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

20年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間

の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせ

る事項がすべての重要な点において認められなかった。

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

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー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。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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