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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 172,652 △17.5 △2,336 ― △1,524 ― △24,146 ―
20年3月期 209,359 3.5 6,464 △18.6 5,534 △38.9 1,671 △42.3

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △251.36 ― △13.6 △0.6 △1.4
20年3月期 17.40 ― 0.9 2.1 3.1

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △46百万円 20年3月期  152百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 216,823 164,207 75.7 1,709.39
20年3月期 262,491 192,074 73.2 1,999.65

（参考） 自己資本   21年3月期  164,207百万円 20年3月期  192,074百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 4,105 1,664 △592 51,068
20年3月期 15,131 1,732 △5,439 46,340

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00 1,921 114.9 1.0
21年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00 1,921 ― 1.1
22年3月期 

（予想）
― 10.00 ― 10.00 20.00 1,923.1

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

69,000 △29.8 △1,500 ― △1,300 ― △2,500 ― △26.02

通期 150,000 △13.1 2,000 ― 2,400 ― 100 ― 1.04
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(注)14ページ「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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注)1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、17ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 99,532,133株 20年3月期 99,532,133株
② 期末自己株式数 21年3月期  3,470,646株 20年3月期  3,478,106株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 100,723 △16.7 △5,140 ― △3,804 ― △23,680 ―
20年3月期 120,902 4.9 2,427 △54.8 1,804 △73.3 949 △72.8

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 △246.51 ―
20年3月期 9.88 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 193,126 149,643 77.5 1,557.78
20年3月期 227,618 174,260 76.6 1,814.18

（参考） 自己資本 21年3月期  149,643百万円 20年3月期  174,260百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１.上記の「配当の状況」の平成21年３月期の金額につきましては、平成21年１月30日に公表しました内容から変更しております。詳細につきましては、平成
21年４月27日付けの「通期連結業績予想との差異および期末配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
 また、平成22年３月期の金額につきましては、５ページ「(３)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当」をご覧ください。 
２.本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。上記予想の前提条件、その他関連する事項については、３ページ「１．経営成績(１)経営
成績に関する分析」をご覧ください。 
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１．経営成績 

(１)経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 
当期におけるグローバル経済は、金融危機に端を発する世界同時不況により、景気は減速しました。日本経済

も設備投資の減少や個人消費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、第３四半期連結会計期間以降の需要が急減

したことに加え、製品価格の下落、為替の影響などにより、厳しい状況で推移しました。 
このような状況のもと、当期の売上高は、全部門が減収となったことにより、前期比 17.5%減(以下の比較はこ

れに同じ)の 172,652 百万円となりました。利益面では、販売数量の減少や製品価格の下落、為替の影響などによ
り、2,336 百万円の営業損失(前年同期は営業利益 6,464 百万円)、1,524 百万円の経常損失(前年同期は経常利益
5,534 百万円)となりました。また、特別損失の計上や税効果会計に関わる繰延税金資産の取崩しに伴う法人税等
調整額の増加により、24,146 百万円の当期純損失(前年同期は当期純利益1,671 百万円)となりました。 
当期の対米ドルの平均円レートは 101 円、対ユーロの平均円レートは 143 円となりました。セグメント別営業

状況は次のとおりです。 

 

（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、
競争激化に伴う製品価格の下落や為替などの影響により減収となりました。光ディスクは、販売数量の減少や製
品価格の下落などにより、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29.0%減の 75,170 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、コンピュータテープが大幅減益となったことにより、1,788 百万円減の2,345 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、第２四半期連結累計期間で高容量タイプの角形リチウムイオン電池が携帯電話や携帯ゲーム機

向けに伸長したものの、第３四半期連結会計期間以降の販売数量が減少したことにより減収となりました。一次
電池では、耐熱コイン形リチウム電池などの高付加価値製品や乾電池が低調に推移したことにより減収となりま
した。この結果、電池部門全体の売上高は9.1%減の 49,626 百万円となりました。営業損益は、二次電池の収支が
悪化したほか、第２四半期連結累計期間の材料費高騰、第３四半期連結会計期間の円高の影響などにより、収支
が5,815 百万円悪化して3,083 百万円の営業損失となりました。 
 
（材料・デバイス・電器部門） 
材料・デバイスでは、第２四半期連結累計期間に光ディスクドライブ用ピックアップレンズ等、光学部品が伸

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、増収となりました。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2.0%減の 47,856 百万円となりました。
営業損益は、光学部品の収支が悪化したほか、電器が減益となったことにより、収支が1,197 百万円悪化して1,598
百万円の営業損失となりました。 
 
なお、当期における地域別売上高、設備投資、減価償却費、研究開発費などについては、４ページの補足資料

をご参照ください。 

 

②次期の見通し 

世界同時不況の影響を受けた当期に引き続き、世界規模での景気悪化により、需要の急激な減少のほか、市場
競争激化による製品価格の下落、さらに為替相場の変動などが予想され、当社グループを取り巻く環境は予断を
許さない状況です。 
このような状況のもと、当社グループ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施策

を重点的に実施することにより、平成 22 年３月期通期業績を、売上高 150,000 百万円、営業利益 2,000 百万円、
経常利益 2,400 百万円、当期純利益 100 百万円と予想しております。通期の為替の前提は対米ドルの平均円レー
トは95円、対ユーロレートは120円を想定しております。セグメント別の業績予想につきましては、４ページの
補足資料をご参照ください。 
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③補足資料 
 
(業績概要) 

 (単位：百万円) 

 
平成20年３月期 

実績 

平成21年３月期 

実績 

前期比
(%) 

平成22年３月期 

見通し 

前期比
(%) 

売上高 209,359 172,652 △17.5 150,000 △13.1

営業利益(損失) 6,464 △2,336 － 2,000 －

経常利益(損失) 5,534 △1,524 － 2,400 －

当期純利益(損失) 1,671 △24,146 － 100 －

為替：米ドル 114 円 101 円 95円 

   ユーロ 162 円 143 円 120 円 

 
 
(セグメント別売上高･営業損益) 

 (単位：百万円) 

 平成20年３月期 

実績 
平成21年３月期 

実績 

前期比
(%) 

平成22年３月期 

見通し 

前期比
(%) 

売上高 209,359 (100) 172,652 (100) △17.5 150,000 (100) △13.1

情報メディア 105,934 ( 51) 75,170 ( 43) △29.0 54,000 ( 36) △28.2

電池 54,588 ( 26) 49,626 ( 29) △9.1 50,000 ( 33) ＋0.8

材料･デバイス･電器 48,837 ( 23) 47,856 ( 28) △2.0 46,000 ( 31) △3.9

営業利益(損失) 6,464 (100) △2,336 ( －) － 2,000 (100) －

情報メディア 4,133 ( 64) 2,345 ( －) △43.3 1,500 ( 75) △36.0
電池 2,732 ( 42) △3,083 ( －) － △500 ( －) －
材料･デバイス･電器 △401 ( －) △1,598 ( －) － 1,000 ( 50) －

(カッコ内は構成比、単位：%) 
 
(地域別売上高) 

                     (単位：百万円) 

 
平成20年３月期 

実績 
平成21年３月期 

実績 
前期比
(%) 

海外売上高 134,901 ( 64) 101,866 ( 59) △24.5

米州 54,771 ( 26) 39,525 ( 23) △27.8
欧州 36,617 ( 17) 24,196 ( 14) △33.9
アジア他 43,513 ( 21) 38,145 ( 22) △12.3

国内売上高 74,458 ( 36) 70,786 ( 41) △4.9

売上高(合計) 209,359 (100) 172,652 (100) △17.5

(カッコ内は構成比、単位：%) 
 

(設備投資･減価償却費･研究開発費) 
 (単位：百万円) 

 
平成20年３月期 

実績 
平成21年３月期 

実績 
前期比
(%) 

平成22年３月期 
見通し 

前期比
(%) 

設備投資 12,451 14,745 +18.4 8,000 △45.7

減価償却費 11,120 10,559 △5.0 10,000 △5.3

研究開発費 9,310 7,668 △17.6 7,000 △8.7
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(２)財政状態に関する分析 
当期の概況 
 当期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は51,068 百万円となり、前期末より4,728 百万
円増加しました。これは、営業活動によるキャッシュ・フローが4,105 百万円及び投資活動によるキャッシュ・
フローが 1,664 百万円増加する一方、財務活動によるキャッシュ・フローが 592 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) 

当期末における営業活動によるキャッシュ・フローは、4,105 百万円の増加となりました。これは主に、税
金等調整前当期純損失 12,719 百万円、仕入債務の減少 9,828 百万円などによる資金の減少と、減価償却費
10,559 百万円、売上債権の減少 7,821 百万円、たな卸資産の減少 5,676 百万円、未収入金の減少 2,733 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) 
当期末における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,664 百万円の増加となりました。これは主に、有

形固定資産取得による 13,313 百万円の資金の減少と、有価証券及び投資有価証券の売却による 15,438 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) 
当期末における財務活動によるキャッシュ・フローは、592百万円の減少となりました。これは主に、短期

借入金の増減1,339 百万円の資金の増加、配当金の支払による1,921 百万円の資金の減少によるものです。 

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 
平成 17年
3月期 

平成 18年
3月期 

平成 19年 
3月期 

平成 20年 
3月期 

平成 21年
3月期 

自己資本比率(%) 67.9 67.5 74.6 73.2 75.9 

時価ベースの自己資本比率(%) 49.2 65.3 59.0 37.6 31.4 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年) 3.6 1.7 1.0 0.8 3.1 

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 9.0 19.8 20.7 31.8 5.3 

自己資本比率：自己資本/総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー/利払い 

※各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により計算しております。 

※営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。

有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。ま

た、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 
 

(３)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 
当社は、株主の皆様への安定的かつ適正な利益還元を継続的に行うことを基本としております。具体的な配

当施策につきましては、業績を反映させた配当を基本とし、財務状況や将来への投資など総合的に勘案し実施
いたします。 
自己株式の取得につきましては、株主の皆様に対する有効な利益還元策のひとつと考え、株価の動向や財務

状況等を考慮しながら適切に対応していきます。 
当期の配当につきましては、前期に引き続き、第2四半期末及び期末配当金をそれぞれ10円とし、年間配当

金を 20 円とする予定です。（第 2 四半期末は実施済）なお、次期の配当につきましても、第 2 四半期末及び期
末配当金をそれぞれ10円として、年間配当金を20円とする予定です。 
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２．企業集団の状況 
 

当社グループは、当社、親会社(株式会社日立製作所)、子会社23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。 
当社グループが営んでいる事業内容、各関係会社等の当該事業に係る位置付け及び事業の種類別セグメントと

の関連を事業系統図で示すと次のとおりとなります。 

【親会社】株式会社日立製作所 顧　　　　　　　　　　　　　　　　　客

日立マクセル株式会社 製 造 会 社
部品・材料の供給

製品・部品の納入

主要製品

・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

・オーディオテープ

・ビデオテープ

国内製造会社
☆マクセル精器株式会社
☆マクセル北陸精器株式会社
　　　　　　　　　　　　　　
海外製造会社
　　　　　　　　　　　　　　　１社

情

報

メ

デ

ィ

ア

主要製品
・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

海外製造会社
☆無錫日立マクセル有限公司
　　　　　　　　　　　　　　他１社

電

池

主要製品

・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

国内製造会社
☆株式会社スリオンテック
☆九州日立マクセル株式会社
☆マクセル精器株式会社
☆株式会社東伸精工
　　　　　　　　　　　　　　他１社
海外製造会社
☆Maxell Tohshin (Malaysia) Sdn.Bhd.
　　　　　　　　　　　　　　他１社

材
料
・
デ
バ
イ
ス
・
電
器

製品の供給材料・部品の供給
及びサービスの
提供等

　　 国内販売会社
　　 ☆株式会社マクセル商事

　　 海外販売会社他
　　 ☆Maxell Corporation of America　☆Maxell Europe Ltd.
　　 ☆Maxell Deutschland GmbH　　　　☆Maxell (France)
　　 ☆Maxell Italia S.p.A.　　　　　 ☆Maxell Asia,Ltd.
　　 ☆マクセル(上海)貿易有限公司　　 ☆台湾マクセル有限公司

☆Maxell Asia (Singapore) Pte.Ltd.　
　　　他３社

　　　　

製品の供給

製品の販売
サービスの提供

製品の販売
サービスの提供

（注）☆連結子会社
　　　

販

売

会

社
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３．経営方針 
 

（１）会社の経営の基本方針 
当社グループは、｢和協一致、仕事に魂を打ち込み、社会に奉仕したい｣という創業精神をさらに高揚させ、当

社グループとしての誇りを堅持し、優れた自主技術、製品の開発を通じて社会に貢献することを経営の基本理念
としています。加えて、企業が社会の一員であることを深く認識し、公正かつ透明な企業行動に徹するとともに、
製品安全の徹底、環境との調和、積極的な社会貢献活動を通じ、良識ある市民として真に豊かな社会の実現に尽
力していきます。また、株主、投資家、顧客、従業員など全てのステークホルダーの視点に立った経営施策を実
施することにより、企業価値向上を図っていきます。 
 

（２）目標とする経営指標及び中長期的な会社の経営戦略 
以上の項目につきましては、平成 20 年３月期中間決算短信(平成 19 年 10 月 30 日開示)により開示を行った内

容から重要な変更がないため開示を省略しております。 
当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 
(当社ホームページ) 

http://www.maxell.co.jp/jpn/ir/tanshin/2008/2008_q2.html 
(東京証券取引所ホームページ(上場会社情報検索ページ)) 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

 

（３）会社の対処すべき課題 
以上の項目につきましては、平成20年３月期通期決算短信(平成 20年４月 25日開示)により開示を行った内容

から重要な変更がないため開示を省略しております。 
当該通期決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 
(当社ホームページ) 

http://www.maxell.co.jp/jpn/ir/tanshin/2008/2008_q4.html 
(東京証券取引所ホームページ(上場会社情報検索ページ)) 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 
 

http://www.maxell.co.jp/jpn/ir/tanshin/2008/2008_q2.html
http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html
http://www.maxell.co.jp/jpn/ir/tanshin/2008/2008_q4.html
http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html
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４．連結財務諸表 

（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円） 

 前連結会計年度 

（平成 20 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 21 年３月 31 日） 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 15,830 9,117 

  受取手形及び売掛金 39,327 27,805 

  有価証券 9,948 991 

  たな卸資産 25,616 18,737 

  繰延税金資産 5,350 1,051 

  関係会社預け金 30,154 38,779 

  その他 8,984 9,762 

  貸倒引当金 △500 △279 

  流動資産合計 134,709 105,963 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 20,991 20,029 

   機械装置及び運搬具（純額） 19,936 18,075 

   土地 42,289 41,270 

   建設仮勘定 1,862 3,375 

   その他（純額） 2,925 2,148 

   有形固定資産合計 88,003 84,897 

  無形固定資産 2,080 1,682 

  投資その他の資産   

   投資有価証券 26,963 17,583 

   繰延税金資産 8,064 1,015 

   その他 2,688 5,686 

   貸倒引当金 △16 △3 

   投資その他の資産合計 37,699 24,281 

  固定資産合計 127,782 110,860 

 資産合計 262,491 216,823 
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（単位：百万円） 

 前連結会計年度 

（平成 20 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 21 年３月 31 日） 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 22,670 10,698 

  短期借入金 1,193 2,206 

  １年内償還予定の社債 －  10,000 

  未払費用 14,213 10,714 

  未払法人税等 1,722 180 

  その他 6,320 5,492 

  流動負債合計 46,118 39,290 

 固定負債   

  社債 10,000 － 

  退職給付引当金 8,919 8,189 

  役員退職慰労引当金 548 488 

  繰延税金負債 4,030 4,385 

  その他 802 264 

  固定負債合計 24,299 13,326 

 負債合計 70,417 52,616 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 12,203 12,203 

  資本剰余金 22,326 22,325 

  利益剰余金 169,653 143,397 

  自己株式 △4,949 △4,938 

  株主資本合計 199,233 172,987 

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 △1,751 △784 

  為替換算調整勘定 △5,408 △7,996 

  評価・換算差額等合計 △7,159 △8,780 

 純資産合計 192,074 164,207 

負債純資産合計 262,491 216,823 

   

 



日立マクセル株式会社(6810) 平成 21 年３月期決算短信 

 －10－

 

（２）連結損益計算書 

                               （単位：百万円） 

 前連結会計年度 

（自 平成 19 年４月１日 

至 平成 20 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 20 年４月１日 

 至 平成 21 年３月 31 日）

売上高 209,359 172,652 

売上原価 147,865 131,893 

売上総利益 61,494 40,759 

販売費及び一般管理費 55,030 43,095 

営業利益又は営業損失（△） 6,464 △2,336 

営業外収益   

 受取利息及び配当金 1,606 1,155 

 受取賃貸料 734 802 

 その他 1,146 513 

 営業外収益合計 3,486 2,470 

営業外費用   

 支払利息 973 429 

 為替差損 882 513 

 その他 2,561 716 

 営業外費用合計 4,416 1,658 

経常利益又は経常損失（△） 5,534 △1,524 

特別利益   

 固定資産売却益 6,056 238 

 未払費用戻入益 972 576 

 その他 357 350 

 特別利益合計 7,385 1,164 

特別損失   

 固定資産除売却損 1,011 654 

 減損損失 338 － 

 投資有価証券評価損 1,495 3,592 

 事業構造改善費用 6,757 7,302 

 その他 168 811 

 特別損失合計 9,769 12,359 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） 3,150 △12,719 

法人税、住民税及び事業税 2,262 776 

法人税等調整額 △783 10,651 

法人税等合計 1,479 11,427 

当期純利益又は当期純損失（△） 1,671 △24,146 
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（３）連結株主資本等変動計算書 
        (単位：百万円)

    

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日   

至 平成20年３月31日）   

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日   

至 平成21年３月31日） 

株主資本     

 資本金     

  前期末残高  12,203  12,203 

  当期変動額     

      当期変動額合計    ―     ―  

  当期末残高   12,203   12,203 

 資本剰余金     

  前期末残高  22,327  22,326 

  当期変動額     

   自己株式の処分  △1  △1 

      当期変動額合計   △1   △1 

  当期末残高   22,326   22,325 

 利益剰余金     

  前期末残高  169,716  169,653 

  在外子会社の会計処理の変更に伴う増減  ―  △187 

  当期変動額     

   剰余金の配当  △1,921  △1,921 

   当期純利益又は当期純損失（△）  1,671  △24,146 

   在外子会社の退職給付債務処理額  187  ― 

   自己株式の処分  ―  △2 

   当期変動額合計   △63   △26,069 

  当期末残高   169,653   143,397 

 自己株式     

  前期末残高  △4,995  △4,949 

  当期変動額     

   自己株式の取得  △2  △2 

   自己株式の処分  48  13 

   当期変動額合計   46   11 

  当期末残高   △4,949   △4,938 

 株主資本合計     

  前期末残高  199,251  199,233 

  在外子会社の会計処理の変更に伴う増減  ―  △187 

  当期変動額     

   剰余金の配当  △1,921  △1,921 

   当期純利益又は当期純損失（△）  1,671  △24,146 

   在外子会社の退職給付債務処理額  187  ― 

   自己株式の取得  △2  △2 

   自己株式の処分  47  10 

   当期変動額合計   △18   △26,059 

  当期末残高   199,233   172,987 

     

     

     

     

     

     

     



日立マクセル株式会社(6810) 平成 21 年３月期決算短信 

－12－  

    

        (単位：百万円)

    

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日   

至 平成20年３月31日）   

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日   

至 平成21年３月31日） 

評価・換算差額等     

 その他有価証券評価差額金     

  前期末残高  △1,396  △1,751 

  当期変動額     

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  △355  967 

   当期変動額合計   △355   967 

  当期末残高   △1,751   △784 

 繰延ヘッジ損益     

  前期末残高  △139  ― 

  当期変動額     

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  139  ― 

   当期変動額合計   139   ― 

  当期末残高   ―    ― 

 為替換算調整勘定     

  前期末残高  △1,854  △5,408 

  当期変動額     

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  △3,554  △2,588 

   当期変動額合計   △3,554   △2,588 

  当期末残高   △5,408   △7,996 

 評価・換算差額等合計     

  前期末残高  △3,389  △7,159 

  当期変動額合計     

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  △3,770  △1,621 

   当期変動額合計   △3,770   △1,621 

  当期末残高   △7,159   △8,780 

純資産合計     

 前期末残高  195,862  192,074 

 在外子会社の会計処理の変更に伴う増減  ―  △187 

 当期変動額     

  剰余金の配当  △1,921  △1,921 

  当期純利益又は当期純損失（△）  1,671  △24,146 

  在外子会社の退職給付債務処理額  187  ― 

  自己株式の取得  △2  △2 

  自己株式の処分  47  10 

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  △3,770  △1,621 

  当期変動額合計   △3,788   △27,680 

 当期末残高   192,074   164,207 
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

                                   （単位：百万円） 

前連結会計年度 

（自 平成 19 年４月１日 

至 平成 20 年３月 31 日）

当連結会計年度 

（自 平成 20 年４月１日

至 平成 21 年３月 31 日）

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） 3,150 △12,719 

 減価償却費 11,120 10,559 

 減損損失 5,532 6,298 

 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △751 △3,567 

 受取利息及び受取配当金 △1,606 △1,155 

 支払利息 973 429 

投資有価証券評価損益（△は益） 1,495 3,592 

 固定資産除売却損益（△は益） △4,812 431 

 売上債権の増減額（△は増加） 193 7,821 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 681 5,676 

 仕入債務の増減額（△は減少） 5,156 △9,828 

 未払費用の増減額（△は減少） △3,399 △2,986 

 未収入金の増減額（△は増加） △3,236 2,733 

 その他 549 △1,211 

 小計 15,045 6,073 

 利息及び配当金の受取額 2,001 1,280 

 利息の支払額 △476 △769 

 法人税等の支払額 △1,439 △2,479 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 15,131 4,105 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有価証券の売却による収入 3,500 10,000 

 有形固定資産の取得による支出 △11,802 △13,313 

 有形固定資産の売却による収入 6,761 677 

 投資有価証券の取得による支出 △1,092 △930 

投資有価証券の売却による収入 16,374 5,438 

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △11,047 － 

 関係会社株式の取得による支出 － △26 

 その他 △962 △182 

 投資活動によるキャッシュ・フロー 1,732 1,664 

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） △3,563 1,339 

 配当金の支払額 △1,921 △1,921 

その他 45 △10 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △5,439 △592 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,767 △539 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 9,657 4,638 

現金及び現金同等物の期首残高 36,683 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 － 90 

現金及び現金同等物の期末残高 46,340 51,068 

 



日立マクセル株式会社(6810) 平成 21 年３月期決算短信 

－14－ 

 
継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 
 
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
１．連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数 20社 
主要な連結子会社の名称：（株）スリオンテック、九州日立マクセル（株）、マクセル精器（株） 

     マクセル北陸精器（株）、（株）東伸精工、（株）マクセル商事、 
     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 
    （株）マクセルライフは、当連結会計年度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。 
    （株）マクセルハイテックは、当連結会計年度において清算したため連結の範囲から除外しております。 
２．持分法の適用に関する事項 
   持分法適用の非連結子会社数 ３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。 
    前連結会計年度において持分法を適用しておりました非連結子会社のうち、１社は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、３社は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 
   重要な資産の評価基準及び評価方法 
    たな卸資産 
     主として総平均法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） 
    （会計方針の変更） 
      「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日公表分 企業会計基準第９

号）を当連結会計年度から適用し、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、当連結会計年度の売上総利益及び営業利益はそれぞれ 1,885
百万円減少しております。  

       
なお、上記以外の項目は、最近の有価証券報告書（平成20年６月19日提出）における記載から重要な変更がないため

開示を省略します。 
 
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 
（退職給付に係る会計基準の一部改正） 
  「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）（企業会計基準第19号 平成20年７月31日）を当連結会計年度
から早期適用しております。 

  数理計算上の差異を翌連結会計年度から償却するため、これによる損益に与える影響はありません。 
  また、本会計基準の適用に伴い発生する退職給付債務の差額の未処理残高は591百万円であります。 
 
（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）を当連結会計年度から適用し、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。 
 
（リース取引に関する会計基準等） 
  「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19
年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月
18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を当連結会計年度から適用しております。 

  なお、リース会計基準の改正適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常
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。 
これによる損益に与える影響は軽微であります。 

 
注記事項 
（連結損益計算書関係）  

事業構造改善費用の内訳は次のとおりであります。 

固定資産除売却損 15 百万円 
減損損失 6,298  〃 
特別退職金 71 〃 
その他 918 〃 

計 7,302 〃 
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（セグメント情報）  

事業の種類別セグメント情報 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 
情 報
メディア

電 池
材    料
デ バ イ ス
電   器

計 消 去 又 は 
全 社 

連 結

Ⅰ．売上高及び営業損益 

  売上高 
(1)外部顧客に対する売上高 

(2)セグメント間の内部売上高 

又は振替高 

百万円

75,170

－

百万円

49,626

－

百万円

47,856

－

百万円 
 

172,652 

－ 

百万円 
 

   －  

( － ) 

 

百万円

172,652

－

計 75,170 49,626 47,856 172,652 ( － ) 172,652

営 業 費 用 72,825 52,709 49,454 174,988 ( － ) 174,988

営業利益又は営業損失(△) 2,345 △3,083 △1,598 △2,336 ( － ) △2,336

Ⅱ．資産、減価償却費、 

 減損損失及び資本的支出 

資 産 44,026 55,099 21,567

 

 

120,692 

 

 

96,131 216,823

減 価 償 却 費 2,749 4,450 3,360 10,559 － 10,559

減 損 損 失 251 58 5,989 6,298 － 6,298

資 本 的 支 出 1,910 8,014 2,470 12,394  － 12,394

（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．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  

 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 
情 報
メ デ ィ ア

電 池
材    料
デ バ イ ス
電    器

計 
消 去 又 は 
全 社 

連 結

Ⅰ．売上高及び営業損益 

  売上高 
(1)外部顧客に対する売上高 

(2)セグメント間の内部売上高 

又は振替高 

百万円

105,934

－

百万円

54,588

－

百万円

48,837

－

百万円 
 

209,359 

－ 

百万円 
 

   －  

( － ) 

 

百万円

209,359

－

計 105,934 54,588 48,837 209,359 ( － ) 209,359

営 業 費 用 101,801 51,856 49,238 202,895 ( － ) 202,895

営業利益又は営業損失(△) 4,133 2,732 △401 6,464 ( － ) 6,464

Ⅱ．資産、減価償却費、 

減損損失及び資本的支出 

資 産 70,807 60,609 30,452

 

 

161,868 

 

 

100,623 262,491

減 価 償 却 費 4,079 3,848 3,193 11,120 － 11,120

減 損 損 失 3,929 20 1,583 5,532 － 5,532

資 本 的 支 出 3,148 4,527 5,020 12,695  － 12,695

（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．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、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  
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所在地別セグメント情報 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日  至 平成21年３月31日） 

 日  本 米  州 欧  州 アジア 他 計 
消去又は

全 社
連  結 

Ⅰ．売上高及び営業損益 

売上高 
(1) 外部顧客に対する売上高 

(2) セグメント間の内部売上高 

百万円 
 

83,801 

50,420 

百万円

46,938

193

百万円

23,319

5

百万円

18,594

12,008

百万円 
 

172,652 

62,626 

百万円

－

(62,626)

百万円

172,652

－

計 134,221 47,131 23,324 30,602 235,278 (62,626) 172,652

営 業 費 用 138,834 46,072 22,906 30,169 237,981 (62,993) 174,988

営業利益又は営業損失（△） △4,613 1,059 418 433 △2,703   367 △2,336

Ⅱ．資     産 86,797 9,779 13,029 12,752 122,357 94,466 216,823

 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日  至 平成20年３月31日） 

 日  本 米  州 欧  州 アジア 他 計 
消去又は

全 社
連  結 

Ⅰ．売上高及び営業損益 

売上高 
(1) 外部顧客に対する売上高 

(2) セグメント間の内部売上高 

百万円 
 

86,076 

67,402 

百万円

66,367

324

百万円

35,169

22

百万円

21,747

10,817

百万円 
 

209,359 

78,565 

百万円

－

(78,565)

百万円

209,359

－

計 153,478 66,691 35,191 32,564 287,924 (78,565) 209,359

営 業 費 用 149,574 65,472 35,112 31,828 281,986 (79,091) 202,895

営 業 利 益 3,904 1,219 79 736 5,938   526 6,464

Ⅱ．資     産 117,953 15,026 16,930 13,991 163,900 98,591 262,491
 
 

海外売上高 
 米州 欧州 アジア他 計 連 結 

当 連 結 会 計 年 度

(
自 平成20年４月 1日

至 平成21年３月31日)

百万円 

39,525 

％

22.9

百万円

24,196

％

14.0

百万円

38,145

％

22.1

百万円 

101,866 

％

59.0

百万円

172,652

前 連 結 会 計 年 度

(
自 平成19年４月 1日

至 平成20年３月31日)

百万円 

54,771 

％

26.1

百万円

36,617

％

17.5

百万円

43,513

％

20.8

百万円 

134,901 

％

64.4

百万円

209,359

（注）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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（企業結合等関係） 
 （共通支配下の取引等） 

結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引
の目的を含む取引の概要 

 （１）結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容 
    ㈱マクセルライフ          福利厚生業務の請負 
    ㈱マクセルビジネスサービス     宣伝広告に関する企画、宣伝広告物の制作・販売 
    マクセルソフトエンジニアリング㈱  情報処理システムの開発・販売 
    マクセルロジスティクス㈱      倉庫・物流に関する事業等 
 （２）企業結合の法的形式 
     当社を存続会社とする吸収合併（簡易合併） 
 (３) 結合後企業の名称 
    日立マクセル㈱ 
（４）合併の目的 

     当社と、当社の子会社である㈱マクセルライフ、㈱マクセルビジネスサービス、マクセルソフトエンジニアリ
ング㈱及びマクセルロジスティクス㈱は、今後の競争激化や急激な経営環境の変化に対応するため、経営資源を
集約し、さらなるグループ経営の効率化をめざすことを目的に合併を決定いたしました。 

 (５) 合併期日 
     ㈱マクセルライフ、㈱マクセルビジネスサービス及びマクセルソフトエンジニアリング㈱との合併 

・・・平成20年７月１日 
     マクセルロジスティクス㈱との合併・・・平成20年10月１日 
 (６) 合併比率及び合併交付金 
     当社は、㈱マクセルライフ、㈱マクセルビジネスサービス、マクセルソフトエンジニアリング㈱及びマクセル

ロジスティクス㈱の全株式を所有しており、合併による新株式の発行及び資本金の増加並びに合併交付金の支払
いは行いません。 

(７) 実施した会計処理の概要 
       本合併は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成17年12月27日）に基づき、共
通支配下の取引として会計処理を行っております。 

 
 
（1株当たり情報） 
 １株当たり純資産額     1,709.39円 
 １株当たり当期純損失（△） △251.36円 
  なお、潜在株式調整後1株当たり当期純損失金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
 （注）算定上の基礎 

１． 1株当たり純資産額 

貸借対照表の純資産の部の合計額 164,207 百万円 

普通株式に係る純資産額 164,207  〃 

普通株式の発行済株式数 99,532,133 株 

普通株式の自己株式数 3,470,646 〃 

1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の株 96,061,487 〃 

  ２．1株当たり当期純損失 

当期純損失（△）                                   △24,146 百万円 

普通株式に帰属しない金額 －  〃 

普通株式に係る当期純損失（△）                    △24,146  〃 

普通株式の期中平均株式数                           96,061,880 株 
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（重要な後発事象） 
 １．子会社との合併 
   当社は、平成21年４月27日開催の取締役会において、当社と連結子会社との合併について決定いたしました。 

(１) 合併の目的 
      当社と、当社の連結子会社であるマクセル北陸精器㈱は、経営資源を集約し、電池事業の強化及び効率化を図

るとともに競争力を徹底的に高めることを目的に合併を決定いたしました。 
   (２) 合併の要旨 
        ① 合併方式 
       当社を存続会社とする吸収合併（簡易合併）方式で、マクセル北陸精器㈱は解散いたします。 
    ② 合併比率 
       当社は、マクセル北陸精器㈱の全株式を所有しており、合併による新株式の発行及び資本金の増加並びに合

併交付金の支払いは行いません。 
    ③ 合併消滅会社の概要 
       商      号：マクセル北陸精器㈱ 
       事 業 内 容：ポリマーリチウムイオン電池の開発、磁気テープ等の製造・販売 
       売 上 高：1,430百万円 
       当期純損失（△）：△436 〃 
         純 資 産： 373 〃 
      総 資 産： 934 〃 
      従 業 員 数：  58名 

④ 合併期日 
            平成21年10月１日（予定） 
 
 ２．光学部品事業の新会社発足 

(１) 新会社発足の目的 
当社は、平成21年４月27日開催の取締役会において、当社の光学部品事業と、当社の100％子会社である㈱

東伸精工と同じく当社の100％子会社である㈱長野光学研究所を統合させ、資本増強を行い、資本金1,000百万
円とする新会社を発足することを決定いたしました。 

      これは、光学部品に関わる事業を統合することにより、グループ内のリソースを有効に活用してスピードアッ
プを図るとともに競争力をさらに強化し、高収益分野への選択と集中を進めることを目的とするものです。 

  (２) 統合後企業の名称 
      マクセルファインテック㈱ 

(３) 新会社に移管する当社の事業の規模及び資産の額 
      売 上 高：3,294百万円 
      移管資産：1,210 〃 
      増資金額：1,400 〃 
  (４)移管の時期 
    平成21年7月１日（予定） 
  

 
（開示の省略） 

  上記以外の注記事項は、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 
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５．財務諸表 

（１）貸借対照表 

（単位：百万円） 

 前事業年度 

（平成 20 年３月 31 日） 

当事業年度 

（平成 21 年３月 31 日） 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,294 255 

  受取手形 547 352 

  売掛金 22,774 14,529 

  有価証券 9,948 991 

  たな卸資産 12,478 8,205 

  前払費用 4 31 

  繰延税金資産 3,586 － 

  短期貸付金 5,945 1,876 

  関係会社預け金 30,154 38,779 

  未収入金 6,864 4,940 

  その他 386 4 

  貸倒引当金 △726 △22 

  流動資産合計 93,254 69,940 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） 14,085 13,915 

   構築物（純額） 871 757 

   機械及び装置（純額） 11,701 10,000 

   車両運搬具（純額） 27 19 

   工具、器具及び備品（純額） 2,145 1,571 

   土地 28,077 27,452 

   建設仮勘定 1,577 3,168 

   有形固定資産合計 58,483 56,882 

  無形固定資産   

   特許権 258 178 

   ソフトウェア 1,118 954 

   その他 29 26 

   無形固定資産合計 1,405 1,158 

  投資その他の資産   

   投資有価証券 25,183 16,568 

   関係会社株式 32,700 32,829 

   関係会社出資金 4,880 4,880 

   従業員に対する長期貸付金 35 26 

   関係会社長期貸付金 2,980 6,246 

   長期前払費用 391 3,339 

   繰延税金資産 7,038 － 

   その他 1,274 1,264 

   貸倒引当金 △5 △6 

   投資その他の資産合計 74,476 65,146 

  固定資産合計 134,364 123,186 

 資産合計 227,618 193,126 
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（単位：百万円） 

 前事業年度 

（平成 20 年３月 31 日） 

当事業年度 

（平成 21 年３月 31 日） 

負債の部   

 流動負債   

買掛金 13,855 7,035 

  １年内償還予定の社債 －  10,000 

  未払金 2,803 3,041 

  未払費用 9,317 7,313 

  未払法人税等 384 － 

  前受金 1 0 

  預り金 8,998 8,791 

  その他 125 417 

  流動負債合計 35,483 36,597 

 固定負債   

  社債 10,000 －  

  退職給付引当金 6,782 6,309 

  役員退職慰労引当金 333 327 

  繰延税金負債 － 27 

  その他 760 223 

  固定負債合計 17,875 6,886 

 負債合計 53,358 43,483 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 12,203 12,203 

  資本剰余金   

   資本準備金 22,325 22,325 

   その他資本剰余金 1 － 

   資本剰余金合計 22,326 22,325 

  利益剰余金   

   利益準備金 3,051 3,051 

   その他利益剰余金   

    別途積立金 139,725 139,725 

    圧縮記帳積立金 37 37 

    繰越利益剰余金 3,622 △21,981 

   利益剰余金合計 146,435 120,832 

  自己株式 △4,949 △4,938 

  株主資本合計 176,015 150,422 

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 △1,755 △779 

  評価・換算差額等合計 △1,755 △779 

 純資産合計 174,260 149,643 

負債純資産合計 227,618 193,126 
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（２）損益計算書 

                               （単位：百万円） 

 前事業年度 

（自 平成 19 年４月１日 

    至 平成 20 年３月 31 日）

当事業年度 

（自 平成 20 年４月１日 

    至 平成 21 年３月 31 日）

売上高 120,902 100,723 

売上原価 88,125 81,751 

売上総利益 32,777 18,972 

販売費及び一般管理費 30,350 24,112 

営業利益又は営業損失（△） 2,427 △ 5,140 

営業外収益   

 受取利息及び配当金 2,342 1,858 

 その他 1,161 976 

 営業外収益合計 3,503 2,834 

営業外費用   

 支払利息 929 418 

 その他 3,197 1,080 

 営業外費用合計 4,126 1,498 

経常利益又は経常損失（△） 1,804 △ 3,804 

特別利益   

 固定資産売却益 6,005 182 

 抱合せ株式消滅差益 － 436 

 未払費用戻入益 － 548 

 その他 335 191 

 特別利益合計 6,340 1,357 

特別損失   

 固定資産除売却損 410 475 

 減損損失 83 － 

 投資有価証券評価損 1,495 3,592 

 事業構造改善費用 4,747 6,756 

 その他 308 800 

 特別損失合計 7,043 11,623 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 1,101 △ 14,070 

法人税、住民税及び事業税 713 40 

法人税等還付税額 － △ 63 

法人税等調整額 △ 561 9,633 

法人税等合計 152 9,610 

当期純利益又は当期純損失（△） 949 △ 23,680 
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（３）株主資本等変動計算書 

      (単位：百万円)

   

前事業年度 

（自 平成 19 年４月１日

至 平成 20 年３月 31 日）   

当事業年度 

（自 平成 20 年４月１日

至 平成 21 年３月 31 日）

株主資本     

 資本金     

  前期末残高  12,203  12,203 

  当期変動額     

   当期変動額合計  ―  ― 

  当期末残高   12,203   12,203 

 資本剰余金     

  資本準備金     

   前期末残高  22,325  22,325 

   当期変動額     

    当期変動額合計  ―  ― 

   当期末残高   22,325   22,325 

  その他資本剰余金     

   前期末残高  2  1 

   当期変動額     

    自己株式の処分  △1  △1 

       当期変動額合計   △1   △1 

   当期末残高   1   ― 

  資本剰余金合計     

   前期末残高  22,327  22,326 

   当期変動額     

    自己株式の処分  △1  △1 

       当期変動額合計   △1   △1 

   当期末残高   22,326   22,325 

 利益剰余金     

  利益準備金     

   前期末残高  3,051  3,051 

   当期変動額     

    当期変動額合計  ―  ― 

   当期末残高   3,051   3,051 

  その他利益剰余金     

   別途積立金     

    前期末残高  139,725  139,725 

    当期変動額     

     当期変動額合計  ―  ― 

    当期末残高   139,725   139,725 

   圧縮記帳積立金       

    前期末残高  37  37 

    当期変動額     

     当期変動額合計  ―  ― 

    当期末残高   37   37 
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      (単位：百万円)

   

前事業年度 

（自 平成 19 年４月１日

至 平成 20 年３月 31 日）   

当事業年度 

（自 平成 20 年４月１日

至 平成 21 年３月 31 日）

   繰越利益剰余金     

    前期末残高  4,594  3,622 

    当期変動額     

     剰余金の配当  △1,921  △1,921 

     当期純利益又は当期純損失（△）  949  △23,680 

       自己株式の処分  ―  △2 

        当期変動額合計   △972   △25,603 

    当期末残高   3,622   △21,981 

  利益剰余金合計     

   前期末残高  147,407  146,435 

   当期変動額     

    剰余金の配当  △1,921  △1,921 

    当期純利益又は当期純損失（△）  949  △23,680 

      自己株式の処分  ―  △2 

       当期変動額合計   △972   △25,603 

   当期末残高   146,435   120,832 

 自己株式     

  前期末残高  △4,995  △4,949 

  当期変動額     

   自己株式の取得  △2  △2 

   自己株式の処分  48  13 

   当期変動額合計   46   11 

  当期末残高   △4,949   △4,938 

 株主資本合計     

  前期末残高  176,942  176,015 

  当期変動額     

   剰余金の配当  △1,921  △1,921 

   当期純利益又は当期純損失（△）  949  △23,680 

   自己株式の取得  △2  △2 

   自己株式の処分  47  10 

   当期変動額合計   △927   △25,593 

  当期末残高   176,015   150,422 

評価・換算差額等     

 その他有価証券評価差額金     

  前期末残高  △1,417  △1,755 

  当期変動額     

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  △338  976 

   当期変動額合計   △338   976 

  当期末残高   △1,755   △779 

 繰延ヘッジ損益     

  前期末残高  △139  ― 

  当期変動額     

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  139  ― 

   当期変動額合計   139   ― 

  当期末残高   ―  ― 

     

     

     



日立マクセル株式会社(6810) 平成 21 年３月期決算短信 

 －24－

   

      (単位：百万円)

   

前事業年度 

（自 平成 19 年４月１日

至 平成 20 年３月 31 日）   

当事業年度 

（自 平成 20 年４月１日

至 平成 21 年３月 31 日）

 評価・換算差額等合計     

  前期末残高  △1,556  △1,755 

  当期変動額合計     

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  △199  976 

   当期変動額合計   △199   976 

  当期末残高   △1,755   △779 

純資産合計     

 前期末残高  175,386  174,260 

 当期変動額     

  剰余金の配当  △1,921  △1,921 

  当期純利益又は当期純損失（△）  949  △23,680 

  自己株式の取得  △2  △2 

  自己株式の処分  47  10 

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  △199  976 

  当期変動額合計   △1,126   △24,617 

 当期末残高   174,260   149,643 
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継続企業の前提に関する注記 
 該当事項はありません。 
 
 

重要な会計方針 

たな卸資産の評価基準及び評価方法･････････････ 原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） 

(１)商品、原材料、貯蔵品·····················後入先出法 

(２)製品、仕掛品 ····························総平均法 
（会計方針の変更） 

     「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日公表分 企業会計基準第９号）
を当事業年度から適用し、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、当事業年度の売上総利益及び営業利益はそれぞれ1,666百万円
減少しております。 

 
 
重要な会計方針の変更 

（退職給付に係る会計基準の一部改正） 
  「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）（企業会計基準第19号 平成20年７月31日）を当事業年度から
早期適用しております。 

  数理計算上の差異を翌事業年度から償却するため、これによる損益に与える影響はありません。 
  また、本会計基準の適用に伴い発生する退職給付債務の差額の未処理残高は461百万円です。 
 
 

注記事項 

（損益計算書関係） 

事業構造改善費用の内容は次のとおりであります｡ 

 減損損失 5,901 百万円 

 その他 855 〃 

 計 6,756 〃 
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６．役員の異動 

記載が可能になり次第、「決算発表資料の追加（役員の異動）」として開示いたします。 
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