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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64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64期
第２四半期　　連
結会計期間

第63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21年
     ４月１日
至  平成21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21年
     ７月１日
至  平成21年
    ９月30日

自  平成20年
    ４月１日
至  平成21年
    ３月31日

売上高 (百万円) 98,325 70,350 48,960 36,234 172,652

経常利益又は経常損失
（△）

(百万円) 3,810 74 1,137 712 △1,524

四半期純利益又は
四半期（当期）純損失
（△）

(百万円) △943 △574 △1,019 304 △24,146

純資産額 (百万円) ― ― 190,042 162,803 164,207

総資産額 (百万円) ― ― 256,710 207,556 216,823

１株当たり純資産額 (円) ― ― 1,978.321,694.811,709.39

１株当たり四半期純利
益又は１株当たり
四半期（当期）純損失
（△）

(円) △9.82 △5.98 △10.61 3.16 △251.36

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 78.4 75.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 9 8,251 ― ― 4,105

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 4,226 △1,753 ― ― 1,664

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △332 △11,960 ― ― △592

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― ― 50,634 44,672 51,068

従業員数 (名) ― ― 4,764 4,587 4,451

（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22社及び関連会社１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。

<材料・デバイス・電器部門>

光学部品等の製造販売会社である株式会社東伸精工と株式会社長野光学研究所は、平成21年７月１日に

合併し、同時に商号をマクセルファインテック株式会社に変更しております。

　

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 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 マクセルファインテック株式会社 　

機能性材料 株式会社スリオンテック 　

粘着テープ 九州日立マクセル株式会社 　

RFIDシステム マクセル精器株式会社 　

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。

　

　

EDINET提出書類

日立マクセル株式会社(E01947)

四半期報告書

 4/36



３ 【関係会社の状況】

　当第２四半期連結会計期間における、重要な関係会社の異動は以下のとおりであります。

光学部品等の製造販売会社である株式会社東伸精工（連結子会社）と株式会社長野光学研究所（持分

法適用非連結子会社）は、平成21年７月１日に合併し、同時に商号をマクセルファインテック株式会社

（連結子会社）に変更しております。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成21年９月30日現在

従業員数(名)
4,587
(736)

(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21年９月30日現在

従業員数(名) 1,974

(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) 前年同四半期比(％)

情報メディア 13,606 △29.9

電池 12,458 △17.4

材料・デバイス・電器 9,825 △2.2

合計 35,889 △19.4

(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) 前年同四半期比(％)

情報メディア 4,018 △42.6

電池 772 △39.9

材料・デバイス・電器 952 △30.3

合計 5,742 △40.5

　

(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) 前年同四半期比(％)

情報メディア 13,122 △35.6

電池 11,548 △24.2

材料・デバイス・電器 11,564 △13.4

合計 36,234 △26.0

(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 【事業等のリスク】

当第２四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等

又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

　

３ 【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。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(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世界同時不況の影響を受け、景気は低迷しまし

た。日本経済も設備投資や輸出の伸び悩みなどにより景気は低迷しました。当社グループの事業環境は世

界規模での実体経済の収縮を受け、前年度後半以降、需要の急減や製品価格の下落などにより厳しい状況

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、角形リチウムイオン電池や光学部品など

で回復が見られるものの、全部門が減収となったことにより前年同期比26.0%減(以下の比較はこれに同

じ)の36,234百万円となりました。利益面では、総経費の徹底削減や総合原価低減など経営の筋肉質化に

向けた各施策が功を奏し当初予想を上回ったものの、販売数量の減少や製品価格下落などの影響により、

営業利益は88百万円減少の969百万円、経常利益は425百万円減少の712百万円となり、四半期純損益は

1,323百万円改善の304百万円の黒字となりました。

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94円、対ユーロの平均円レートは134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製品であるLTO Ultrium４データカートリッジが販売数量を伸ばし

ましたが、為替の影響や製品価格の下落などにより大幅減収となりました。光ディスクは製品価格の下落

や販売数量の減少により大幅減収となりました。オーディオ・ビデオテープは市場縮小により大幅減収

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35.6%減の13,122百万円となりました。営業利

益はコンピュータテープが大幅に悪化したことにより671百万円減の205百万円となりました。

※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

二次電池では角形リチウムイオン電池の販売数量が減少したことなどにより大幅減収となりました。

一次電池では耐熱コイン形リチウム電池や乾電池、酸化銀電池が低調に推移したことにより大幅減収と

なりました。この結果、電池部門全体の売上高は24.2%減の11,548百万円となりました。営業利益は総合原

価低減などの施策で角形リチウムイオン電池が改善したことにより43百万円増の442百万円となりまし

た。

　

材料・デバイス・電器部門

材料・デバイスでは光学部品の光ディスクドライブ用ピックアップレンズが伸び悩んだことなどによ

り大幅減収となりました。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13.4%減の11,564百万円となりました。営業損益は機能性材料が改善したほか、光学部品で生産性向上

活動を実施したことなどにより540百万円改善の322百万円の黒字となりました。
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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

コンピュータテープやビデオテープなどが減収となったことにより、売上高は23.3％減の28,803百万

円となりました。営業利益は角形リチウムイオン電池、機能性材料、光学部品が改善したものの、コン

ピュータテープやマイクロ電池などが悪化したことにより、50百万円減少の137百万円となりました。

米州

光ディスク、角形リチウムイオン電池、コンピュータテープなどが減収となったことにより、売上高は

50.1％減の7,108百万円となりました。営業利益は光ディスクが改善したものの、コンピュータテープな

どが悪化したことにより、285百万円減少の132百万円となりました。

欧州

コンピュータテープ、光ディスク、一次電池などが減収となったことにより、売上高は28.2％減の4,810

百万円となりました。営業損益は光ディスクや一次電池などが悪化したことにより、191百万円悪化の60

百万円の損失となりました。

アジア他

コンピュータテープ、角形リチウムイオン電池、一次電池などが減収となったことにより、売上高は

24.5％減の8,417百万円となりました。営業利益は角形リチウムイオン電池が改善したものの、光学部品

などが悪化したことにより、41百万円減少の272百万円となりました。

　

(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11百万円減少し、207,556百万円となりました。

②　負債

負債は、前四半期連結会計期間末より646百万円増加し、44,753百万円となりました。これは主に支

払手形及び買掛金が増加したことによるものです。

③　純資産

純資産は、前四半期連結会計期間末より657百万円減少し、162,803百万円となりました。これは主

に為替換算調整勘定が減少したことによるものです。
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(3) キャッシュ・フローの状況の分析

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44,672百万円と

なり、前四半期連結会計期間末より1,821百万円増加しました（前第２四半期連結会計期間は9,231百万

円の増加）。これは、営業活動によるキャッシュ・フローが3,627百万円増加する一方、投資活動による

キャッシュ・フローが701百万円及び財務活動によるキャッシュ・フローが328百万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、3,627百万円の増加とな

りました（前第２四半期連結会計期間は1,752百万円の増加）。これは主に、減価償却費2,195百万円及

び仕入債務の増加額2,081百万円などによる資金の増加によるものです。

　　(投資活動によるキャッシュ・フロー)

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、701百万円の減少となり

ました（前第２四半期連結会計期間は7,376百万円の増加）。これは主に、有形固定資産の取得による

1,903百万円の資金の減少と投資有価証券の売却による1,024百万円の資金の増加によるものです。　

　　(財務活動によるキャッシュ・フロー)

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、328百万円の減少となり

ました（前第２四半期連結会計期間は632百万円の増加）。これは主に、短期借入金の返済325百万円に

よる資金の減少によるものです。

　

(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、当社グループ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1,699百万円であります。
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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

した重要な設備計画はありません。

　

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21年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年11月12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)

単元株式数は100株であります。

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21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21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

クレディ　スイス　セキュリティー
ズ　ヨーロッパリミテッド　ピー
ビー　セク　イント　ノン　トリー
ティー　クライアント　
(常任代理人　シティバンク銀行株
式会社)

ONE CABOT SQUARE LONDON E14 4QJ,UK
(東京都品川区東品川二丁目３番14号)

3,990 4.01

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 3,854 3.87

ユービーエス　エージー　ロンドン
　アカウント　アイピービー　セグ
リゲイテッド　クライアント　アカ
ウント
(常任代理人　シティバンク銀行株
式会社)

AESCHENVORSTADT 48 CH-4002 BASEL
SWITZERLAND
(東京都品川区東品川二丁目３番14号)

3,614 3.63

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 2,500 2.51

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 1,849 1.86

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)

1,496 1.50

カセイス　バンク　ルクセンブルグ
　クライアント　アカウント
(常任代理人　株式会社三菱東京
UFJ銀行)

5,ALLEE SCHEFFER,L-2520 LUXEMBOURG
(東京都千代田区丸の内二丁目７番１号)

1,350 1.36

リードオフ１号投資事業組合 東京都文京区水道一丁目12番１号 1,100 1.11

バンク　オブ　ニューヨーク　ジー
シーエム　クライアント　アカウン
ト　ジェイピーアールディ　アイエ
スジー　エフイー　－　エイシー
(常任代理人　株式会社三菱東京
UFJ銀行)

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET
LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM
(東京都千代田区丸の内二丁目７番１号)

1,044 1.05

計 ― 71,932 72.27

　

(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
3,613千株

　

日本マスタートラスト信託
銀行株式会社

1,845千株
　

２　当社は自己株式を3,472千株（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　平成21年８月20日から平成21年10月８日まで実施された株式会社日立製作所による当社普通株式に対する公

開買付けの結果、株式会社日立製作所の所有株式数は、90,553,354株（発行済株式総数に対する所有株式数

の割合90.98％）となりました。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成21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  3,472,600

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 96,019,100 960,191 ―

単元未満株式 普通株式     40,433― ―

発行済株式総数 99,532,133 ― ―

総株主の議決権 ― 960,191 ―

(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2,000株(議決権20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１株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成21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

3,472,600― 3,472,6003.49

計 ― 3,472,600― 3,472,6003.49

　

　

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21年
　４月 　５月 　６月 　７月 　８月 　９月

最高(円) 1,014 1,167 1,266 1,726 1,735 1,740

最低(円) 705 899 1,033 1,051 1,722 1,726

(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。　
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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、次のとおりでありま

す。

(1) 取締役の状況

該当事項はありません。

 

(2) 執行役の状況

　① 新任執行役

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(百株)
就任年月日

執行役 経理担当 岩　﨑　明　郎 昭和26年６月11日生

昭和49年４月 株式会社日立製作所入社

(注) ―
平成21年

10月１日

平成10年６月 同社大みか工場経理部長

平成18年４月 同社ユビキタスプラットフォー

ムグループ財務本部長

平成20年７月 同社コンシューマ事業グループ

経営企画本部長

平成21年４月 同社コンシューマ事業グループ

統括主管

平成21年７月 分社化により日立コンシューマ

エレクトロニクス株式会社統括

主管

平成21年10月 当社執行役就任　現在に至る

(注) 執行役の任期は、平成22年３月31日までであります。

 

　② 退任執行役

役名 職名 氏名 退任年月日

執行役 光学部品事業担当 荒木　立夫 平成21年６月30日

執行役常務 経理担当 和田　誠文 平成21年９月30日

　

　③ 役職の異動

　　　該当事項はありません。
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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、前第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）及び前第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）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、

当第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期

間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表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、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第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）及び前第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並びに当第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９

月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21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21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21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,964 9,117

受取手形及び売掛金 *3
 28,671

*3
 27,805

有価証券 2,899 991

たな卸資産 *1
 17,419

*1
 18,737

関係会社預け金 31,042 38,779

その他 15,706 10,813

貸倒引当金 △408 △279

流動資産合計 101,293 105,963

固定資産

有形固定資産

土地 41,184 41,270

その他（純額） *2
 41,098

*2
 43,627

有形固定資産合計 82,282 84,897

無形固定資産 1,520 1,682

投資その他の資産

投資有価証券 16,106 17,583

その他 6,366 6,701

貸倒引当金 △11 △3

投資その他の資産合計 22,461 24,281

固定資産合計 106,263 110,860

資産合計 207,556 216,823

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 15,335 10,698

短期借入金 1,226 2,206

1年内償還予定の社債 － 10,000

未払法人税等 481 180

その他 14,549 16,206

流動負債合計 31,591 39,290

固定負債

退職給付引当金 7,991 8,189

役員退職慰労引当金 353 488

その他 4,818 4,649

固定負債合計 13,162 13,326

負債合計 44,753 52,616
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21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 22,325

利益剰余金 141,862 143,397

自己株式 △4,941 △4,938

株主資本合計 171,449 172,987

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 676 △784

為替換算調整勘定 △9,322 △7,996

評価・換算差額等合計 △8,646 △8,780

純資産合計 162,803 164,207

負債純資産合計 207,556 216,823
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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）

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

売上高 98,325 70,350

売上原価 71,945 53,646

売上総利益 26,380 16,704

販売費及び一般管理費 *1
 23,987

*1
 16,537

営業利益 2,393 167

営業外収益

受取利息 943 225

受取配当金 18 12

受取賃貸料 － 391

為替差益 427 －

その他 661 206

営業外収益合計 2,049 834

営業外費用

支払利息 240 90

売上割引 133 116

為替差損 － 462

その他 259 259

営業外費用合計 632 927

経常利益 3,810 74

特別利益

固定資産売却益 240 153

未払費用戻入益 568 －

退職給付引当金戻入額 － 103

その他 64 15

特別利益合計 872 271

特別損失

固定資産除売却損 357 93

減損損失 1,959 －

投資有価証券評価損 2,298 67

事業構造改善費用 － *2
 223

その他 7 5

特別損失合計 4,621 388

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

61 △43

法人税等 *3
 1,004

*3
 531

四半期純損失（△） △943 △574
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第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)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年９月30日)

売上高 48,960 36,234

売上原価 36,145 27,002

売上総利益 12,815 9,232

販売費及び一般管理費 *1
 11,758

*1
 8,263

営業利益 1,057 969

営業外収益

受取利息 307 105

受取配当金 4 4

受取賃貸料 207 198

その他 121 89

営業外収益合計 639 396

営業外費用

支払利息 144 11

売上割引 65 58

為替差損 225 463

その他 125 121

営業外費用合計 559 653

経常利益 1,137 712

特別利益

固定資産売却益 101 131

未払費用戻入益 568 －

退職給付引当金戻入額 － 103

その他 57 15

特別利益合計 726 249

特別損失

固定資産除売却損 196 65

減損損失 1,959 －

投資有価証券評価損 1,413 66

事業構造改善費用 － *2
 223

その他 5 5

特別損失合計 3,573 359

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△1,710 602

法人税等 *3
 △691

*3
 298

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,019 304
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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）

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

61 △43

減価償却費 5,019 4,300

減損損失 1,959 －

受取利息及び受取配当金 △961 △237

支払利息 240 90

投資有価証券評価損益（△は益） 2,298 67

固定資産除売却損益（△は益） 117 △52

売上債権の増減額（△は増加） △696 △1,249

たな卸資産の増減額（△は増加） △472 1,031

仕入債務の増減額（△は減少） △1,719 5,122

未払費用の増減額（△は減少） △1,271 475

未収入金の増減額（△は増加） △1,019 △1,259

その他 △2,617 310

小計 939 8,555

利息及び配当金の受取額 778 239

利息の支払額 △210 △328

法人税等の支払額 △1,498 △215

営業活動によるキャッシュ・フロー 9 8,251

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 △3,955

有形固定資産の売却による収入 655 193

投資有価証券の取得による支出 △831 △2

投資有価証券の売却による収入 12,053 1,900

関係会社株式の取得による支出 △26 －

その他 △297 111

投資活動によるキャッシュ・フロー 4,226 △1,753

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 △996

配当金の支払額 △961 △961

社債の償還による支出 － △10,000

その他 △9 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △332 △11,960

現金及び現金同等物に係る換算差額 314 △939

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,217 △6,401

現金及び現金同等物の期首残高 46,340 51,068

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 5

現金及び現金同等物の四半期末残高 50,634 44,672
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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21年４月１日
  至　平成21年９月30日)

１　持分法の適用範囲の変更

非連結子会社であった㈱長野光学研究所は、連結子会社であった㈱東伸精工に当第２四半期連結会

計期間において吸収合併されたため、持分法の適用範囲から除外しております。

　なお、合併に際して、㈱東伸精工はマクセルファインテック㈱に商号を変更しております。
 

　

　

【表示方法の変更】

　
当第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
  至  平成21年９月30日)

（四半期連結損益計算書関係）

　　「受取賃貸料」は当第２四半期連結累計期間において営業外収益の100分の20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、前第２四半期連結累計期間は「その他」に406百万円含まれております。

 

　

【簡便な会計処理】

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21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21年４月１日
至　平成21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。
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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21年９月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

※１

 

 

※２

 

 

 

※３

 

　商品及び製品　　　　　　　　　　9,827 百万円

　仕掛品　　　　　　　　　　　　　5,916　 〃

　原材料及び貯蔵品　　　　　　　　1,676　 〃

 

有形固定資産減価償却累計額　 　 145,563 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。

 

手形割引高及び裏書譲渡高　

　受取手形割引高　　　 　 　　　540  百万円

　受取手形裏書譲渡高　　　 　 　269  　〃

 

　商品及び製品　　　　　　　　　10,442 百万円

　仕掛品　　　　　　　　　　　　 5,830　 〃

　原材料及び貯蔵品　　　　　　　 2,465　 〃

 

有形固定資産減価償却累計額　　　 149,623 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。

 

手形割引高及び裏書譲渡高　　

　受取手形割引高　　　　　　　　　　427　百万円

　受取手形裏書譲渡高　　　　　  　  306　 〃
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(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

　

　

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

※１

 

販売費及び一般管理費の主なもの

荷造及び発送費 3,060百万円

販売促進費 2,539〃

広告宣伝費 1,186〃

給与及び手当 5,753〃

退職給付費用 388 〃

特許権使用料 3,568〃

　 　 　

販売費及び一般管理費の主なもの

荷造及び発送費 1,960百万円

広告宣伝費 544 〃

給与及び手当 4,948〃

退職給付費用 604 〃

特許権使用料 2,318〃

減価償却費 674 〃

　 　 　

※２ ――― 事業構造改善費用

　事業構造改善費用は、当社及び連結子会社の事業構

造改革計画の実行に伴い発生した特別退職金等であ

ります。

 

※３ 「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。

 

「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

　

　

前第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)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

※１

 
販売費及び一般管理費の主なもの

荷造及び発送費 1,555百万円

販売促進費 1,402〃

広告宣伝費 569 〃

給与及び手当 2,723〃

退職給付費用 90 〃

特許権使用料 1,709〃

　 　 　

販売費及び一般管理費の主なもの

荷造及び発送費 977百万円

広告宣伝費 229 〃

給与及び手当 2,483〃

退職給付費用 230 〃

特許権使用料 1,177〃

減価償却費 342 〃

　 　 　

※２

 

――― 事業構造改善費用

　事業構造改善費用は、当社及び連結子会社の事業構

造改革計画の実行に伴い発生した特別退職金等であ

ります。

 

※３

 

「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。

 

「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)

　
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21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〃

 

※  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21年９月30日）

現金及び預金 5,964百万円

関係会社預け金 31,042〃

その他流動資産 7,666〃

現金及び現金同等物 44,672〃

　

(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日

　至　平成21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) 3,472,601

　

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21年５月25日
取締役会

普通株式 利益剰余金 961 10.0平成21年３月31日 平成21年５月29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21年10月27日
取締役会

普通株式 利益剰余金 961 10.0平成21年９月30日 平成21年11月30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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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第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

(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

　

当第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21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

13,122 11,548 11,564 36,234 ― 36,234

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

― ― ― ― (―) ―

計 13,122 11,548 11,564 36,234 (―) 36,234

営業利益 205 442 322 969 (―) 969

(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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前第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

　

当第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21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

26,987 21,067 22,296 70,350 ― 70,350

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

― ― ― ― (―) ―

計 26,987 21,067 22,296 70,350 (―) 70,350

営業利益又は
営業損失(△)

237 △ 454 384 167 (―) 167

(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】

前第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

(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

　

当第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21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

19,545 7,105 4,809 4,775 36,234 ― 36,234

 (2) セグメント間の
      内部売上高

9,258 3 1 3,642 12,904(12,904) ―

計 28,803 7,108 4,810 8,417 49,138(12,904)36,234

営業利益又は
営業損失(△)

137 132 △ 60 272 481 488 969

(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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前第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

　

当第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21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

37,86514,231 9,793 8,461 70,350 ― 70,350

 (2) セグメント間の
      内部売上高

17,140 4 11 5,865 23,020(23,020) ―

計 55,00514,235 9,804 14,32693,370(23,020)70,350

営業利益又は
営業損失(△)

△ 643 156 △ 166 226 △ 427 594 167

(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】

前第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％

(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。

　

当第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21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 6,220 4,973 9,625 20,818

Ⅱ  連結売上高 ― ― ― 36,234

Ⅲ  連結売上高に占める
    海外売上高の割合

17.2％ 13.7％ 26.6％ 57.5％

(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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前第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。

　

当第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21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 12,640 10,082 17,651 40,373

Ⅱ  連結売上高 ― ― ― 70,350

Ⅲ  連結売上高に占める
    海外売上高の割合

18.0％ 14.3％ 25.1％ 57.4％

(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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(有価証券関係)

 当第２四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）

 　　有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、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。

　

　

(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21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21年７月１日　至　平成21年９月30日）

該当事項はありません。
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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21年９月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

　 1,694.81円
　

　 1,709.39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

　
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

１株当たり四半期純損失(△) △ 9.82円
　

１株当たり四半期純損失（△） △ 5.98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
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月1日
 至  平成21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 △ 574

普通株式に係る四半期純損失（△）
(百万円)

△ 943 △ 574

普通株式の期中平均株式数(千株) 96,062 96,060

　

第２四半期連結会計期間

　
前第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)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

１株当たり四半期純損失（△） △10.61円
　

１株当たり四半期純利益 3.16円
　

(注)  １　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益又は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株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失の算定上の基礎

項目
前第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)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益　　　　又は
四半期純損失（△）(百万円)

△ 1,019 304

普通株式に係る四半期純利益又は
四半期純損失（△）(百万円)

△ 1,019 304

普通株式の期中平均株式数(千株) 96,062 96,060

　

(重要な後発事象)

 当第２四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）

該当事項はありません。

　

(リース取引関係)

 当第２四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）

 　　該当事項はありません。
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２ 【その他】

第64期（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）中間配当については、平成21年10月27日開

催の取締役会において、平成21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配当金の金額　　　　　　　　　　　　　　　 　  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21年11月30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。
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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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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年11月10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21年４月１日から平成22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21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21

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

21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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