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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】 

(1) 連結経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含んでおりません。 

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、潜在株式の発行がないため、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。 

回次 第89期中 第90期中 第91期中 第89期 第90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) 56,687 54,099 57,518 119,282 122,436 

経常利益 (百万円) 2,607 1,752 1,398 6,907 4,308 

中間(当期)純利益 
又は中間純損失(△) 

(百万円) 391 536 △3,994 2,009 1,296 

純資産額 (百万円) 73,501 76,404 74,092 75,920 77,179 

総資産額 (百万円) 117,868 123,398 120,105 126,812 131,874 

１株当たり純資産額 (円) 1,866.88 1,943.09 1,849.99 1,929.94 1,963.73 

１株当たり中間(当期)  
純利益又は中間純損失
(△) 

(円) 9.94 13.65 △101.66 51.06 32.96

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 (％) 62.4 61.9 60.5 59.9 58.5 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 3,919 △616 1,211 7,865 3,464

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △1,050 △527 △5,577 △2,293 △2,569

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △1,109 △647 △951 △1,122 △1,031

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

(百万円) 27,155 28,154 24,765 29,831 29,960

従業員数 (人) 3,442 3,520 3,603 3,426 3,511 



(2) 提出会社の経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含んでおりません。 

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、潜在株式の発行がないため、記載しておりません。 

３ 中間連結財務諸表を作成しているため、提出会社の１株当たり純資産額、１株当たり中間(当期)純利益については、記載

しておりません。 

       ４ 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89期中 第90期中 第91期中 第89期 第90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) 44,601 43,522 43,780 95,051 95,441 

経常利益 (百万円) 2,314 1,917 44 3,597 2,550 

中間(当期)純利益 
又は中間純損失(△) 

(百万円) 1,613 1,921 △3,991 1,492 2,007 

資本金 (百万円) 13,884 13,884 13,884 13,884 13,884 

発行済株式総数 (株) 39,540,000 39,540,000 39,540,000 39,540,000 39,540,000 

純資産額 (百万円) 69,450 73,610 68,882 70,201 73,425 

総資産額 (百万円) 102,794 108,721 103,678 109,673 115,429 

1株当たり配当額 (百万円) 7.50 7.50 4.50 15.00 15.00

自己資本比率 (％) 67.6 67.7 66.4 64.0 63.6 

従業員数 (人) 2,272 2,399 2,376 2,241 2,350 



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営んでいる事業の内容に重要な変更はあ

りません。 

また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

日立医療（広州）有限公司が、主に中国における診断用超音波装置販売事業の強化のため設立（当社議決権60％）により平成18

年４月に子会社となりました。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 事業の種類別セグメントにおける従業員数 

平成18年９月30日現在 

(注) 従業員数は、就業人員であります。 

  

(2) 提出会社の従業員の状況 

平成18年９月30日現在 

(注) 従業員数は、就業人員であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社グループには、日立メディコ労働組合が組織(組合員数1,763人)されており、日立グループ労働組合連合会に

属しております。 

なお、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(人) 

医療機器 3,199 

医療情報システム 404 

合計 3,603 

従業員数(人) 2,376 



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日本経済は、企業の設備投資と個人の消費の持続により、堅調な回復基調が続きまし

た。 

国内医療業界は、医療費抑制のための診療報酬引下げ、健康保険の自己負担引き上げなどの医療制度改革が続いてお

り、病院経営においては、設備投資抑制・見直しなどの支出抑制努力の重要さがましております。また、国立病院・国

立大学病院をはじめとする公的医療機関の独立法人化もあり、依然、熾烈な競争時代が続いております。   

このような状況のもと、当社は総合医療機器メ－カ－として、当社をはじめ日立グル－プ全体の技術力を活かした新

製品の開発から製造を行い、グロ-バルな販売・サ－ビス戦略のもと、患者様をはじめ、お客様の求める価値に真に役

立つソリューションの提供に取り組んでまいりました。 

この結果、当中間連結会計期間の売上高は前中間連結会計期間比6.3％増の575億１千８百万円、経常利益は、20.2％

減の13億９千８百万円となりました。 

なお、当社は今年度から５ヵ年の中期経営計画を策定し、その達成のため開発力強化にあわせ製品戦略の見直し、生

産構造の改革等の事業構造改革を推し進めております。この事業構造改革の一環として、今般、保守用品、仕掛品の総

点検を行いました。これにともない、過剰と思われる保守用品、従来製品の仕掛品等について評価減を実施いたしまし

た。この結果、たな卸資産評価損10億７千８百万円を特別損失に計上いたしました。 

このたな卸資産評価損の処理をふまえ、平成18年度以降の課税所得及び繰延税金資産回収見通しについて見直しを行

ないました。この結果、繰延税金資産について一部払出しすることといたしました。これにより、中間純損失は、39億

９千４百万円となりました。 

   

   

事業の種類別セグメントの業績は、次の通りであります。 

① 医療機器事業 

ＭＲイメージング装置は、国内において、新製品AIRIS Eliteは販売が好調でしたが、従来機種が減少し売上は前

年同期を下回りました。米国では、保守サ-ビスは順調に売上を伸ばし、装置本体の売上も前年同期並みとなりまし

た。この結果全体では前年同期を上回りました。 

Ｘ線ＣＴ装置は、４マルチスライスＣＴ Robustoの販売が好調でした。海外は、米国、欧州とも低調で売上が減

少しました。この結果全体ではほぼ前年同期並みとなりました。 

Ｘ線装置は、フラットパネル搭載の一般撮影装置, 移動型Ｘ線装置Sirius Star Mobileなどが好調でしたが、従

来製品が低調で、全体では前年同期並みとなりました。 

デジタル診断用超音波装置は、上級機EUB-8500と普及機EUB-5500が好調で、国内外とも売上台数を伸ばしまし

た。売上高は、国内ではほぼ前年同期並みでしたが、欧州地域の伸長により、全体では売上高は前年同期を上回り

ました。 

  

当事業セグメントの売上高は、前中間連結会計期間比2.8％増の522億２千９百万円となりました。営業利益は、

前中間連結会計期間比36.2％減の17億３千６百万円となりました。 

  

  

② 医療情報システム事業 



医療情報システム事業は、当社の画像観察システムNatural Viewと健診システムが売上を伸ばしました。また、

国内の連結子会社 日立メディカルコンピュータ（株）において、医事会計システムが国内の医療費改定などによ

り好調で、前中間連結会計期間比44.7％増の売上となりました。全体では前年同期を大きく上回りました。 

  

当事業セグメントの売上高は、前中間連結会計期間比59.7％増の52億８千９百万円、営業利益は、３億１百万円

となりました。 

  

所在地別セグメントの業績は、次の通りであります。 

① 日本 

国内向け売上は前年同期を上回りました。ＭＲイメージング装置、Ｘ線装置などは売上が減少しましたが、国内

の医療費改定などにより医事会計システムが好調だったこと、ＰＥＴ装置の売上が前年同期を大きく上回ったこと

などによるものです。 

輸出向け売上は、米国向けなどが前年同期を下回りました。 

  

当所在地別セグメントの売上高は前中間連結会計期間比3.2％増の473億２千万円、営業利益は５億円となりまし

た。 

  

② 北米 

オープンＭＲイメージング装置の低磁場機は前年同期を下回りましたが、中磁場機Altaireは前年同期を上回りま

した。保守サ－ビスは順調に売上を伸ばし、全体では前年同期に比べ売上が増加しました。 

  

当所在地別セグメントの売上高は前中間連結会計期間比2.3％増の116億４千万円、営業利益は8.0％増の19億２千

２百万円となりました。 

  

③ その他 

欧州は、ＭＲイメ－ジング装置と診断用超音波装置の普及機EUB-5500などの売上が貢献し、全体で売上を伸ばし

ました。また、アジア地域につきましてもＭＲイメ－ジング装置などが増加し、売上を伸ばしました。しかし、欧

州での診断用超音波装置は売価低下の影響をうけました。 

  

当所在地別セグメントの売上高は前中間連結会計期間比22.1％増の79億６千３百万円、営業損失は３億８千４百

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における連結ベースの現金及び現金同等物の期末残高は営業活動キャッシュ・フローの増加

と、投資活動及び財務活動によるキャッシュ・フローの減少により、前連結会計年度末に比べて51億９千４百万円減

少し、247億６千５百万円となりました。 

（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いて、営業活動による資金の増加は、12億１千１百万円となりました。これは、税金

等調整前中間純利益1億１千万円、減価償却費14億８千５百万円、売上債権72億８千４百万円の減少による資金の

増加、仕入債務68億８千５百万円の減少による資金の減少等によるものであります。 

  

（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いて、投資活動による資金の減少は、55億７千７百万円となりました。これは、投資

有価証券の取得41億６千６百万円等によるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  当中間連結会計期間において、財務活動による資金の減少は９億５千１百万円となりました。これは長期借入

金の返済、配当金の支払等によるものであります。 

  

  

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

① 製品の生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績の事業の種類別セグメントは、次の通りであります。 

  

(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

② 商品の購入実績 

当中間連結会計期間における購入実績の事業の種類別セグメントは、次の通りであります。 

  

(注) １ 金額は、仕入価格によっております。 

２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 受注状況 

当中間連結会計期間における受注状況は、次の通りであります。 

  

(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績の事業の種類別セグメントは、次の通りであります。 

  

(注) 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(％) 

医療機器 47,832 18.8 

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％) 

医療機器 86 202.1 

医療情報システム 1,937 51.5 

合計 2,023 54.8 

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％) 

医療機器 46,664 3.8 

医療情報システム 5,376 40.6 

合計 52,040 6.7 

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％) 

医療機器 52,229 2.8 

医療情報システム 5,289 59.7 

合計 57,518 6.3 



３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の連結子会社)が対処すべき課題について、重要な変更

はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

当社及び連結子会社においては、高度な先端技術に対応していくため、デジタル処理技術、高速・高画質画像処理

技術、医療情報ネットワーク技術など、今後の事業の中心となる技術、製品の研究開発を進めております。 

当社の技術研究所においては、基盤技術及びコア技術の研究とともに、関連新技術の導入、新製品分野の機能試作

などを中心に推進しております。また、当社の事業領域へ日立グループの研究開発機能を全面的に活用しておりま

す。 

当中間連結会計期間における各事業部門の主な研究開発の課題、成果などは次の通りであります。なお、当中間連

結会計期間の研究開発費は、連結売上高の6.8％にあたる3,932百万円となっております。 

  

(1) 医療機器事業 

当中間連結会計期間の研究開発費は、3,854百万円であります。 

  

① 高性能マルチスライスＣＴ装置の高機能・高性能化 

マルチスライスＣＴ装置は、広範囲・高速計測機能により、患者の「息止め時間の短縮」、「被曝線量の低

減」、「短時間での検査完了」等、患者にやさしいＣＴ装置を可能にしました。また、マルチスライスＣＴ装置

は、多くの患者診断、横断面画像診断だけではなく、３次元画像によるボリューム診断並びに血管循環器診断等

を可能とし、病院経営にとって経済的でかつ高度な診断を提供できる装置であることから、マルチスライスＣＴ

装置への需要はますます高まってきております。さらに、マルチスライスＣＴ装置を搭載したＣＴ検診車、各種

診断装置との組合わせ応用も広がっております。 

当社のマルチスライスＣＴ装置ROBUSTO（海外名称 Presto）シリーズは、リアルタイム画像再構成表示、計測

と解析を一体化したダイレクト・シネ表示及び、高速画像転送と各種解析を可能とした高機能ビューワーHyper 

Q-Netを搭載し、その操作性・スループット・高信頼性、及び経済性の高さから国内外で高い評価を頂いておりま

す。 

現在、低被曝技術の更なる改良、各種アプリケーションソフトの充実、及び各種診断装置との組合せによるソ

リューションＣＴの展開を進めております。今後、ROBUSTO/Prestoの更なる高機能化により、国内外の一般病院

はもとより、健診/救命救急施設、イメージングセンター、さらには大病院、大学等の幅広いマルチスライスＣＴ

市場への展開を図ってまいります。 

  

② ＭＲイメージング装置の高機能・高性能化 

当社ＭＲイメージング装置は、「オープン」をコンセプトとしており、国内外から高い評価を得ております。 

永久磁石方式ＭＲイメージング装置におきましては、0.4T APERTO、0.3T AIRIS Elite、0.2T AIRIS mateとラ

インナップも充実し、順調に推移しております。特にAPERTOは、従来にない高いオープン性で高画質・高機能を

実現し、現在の医療環境にマッチしたＭＲイメージング・システムとして好評で、超電導装置からの更新需要も

多く、オープンＭＲイメージング装置の更なる市場拡大に貢献しております。 

また、超電導方式におきましても、0.7TオープンＭＲイメージング装置Altaireを米国中心に販売中でありま



す。さらに、1.5TＭＲイメージング装置ECHELON/ECHELON Vegaも平成18年7月から出荷を開始し、ＭＲ市場にお

ける最大市場セグメントでの拡販を図ります。 

また、画像診断用装置の治療分野での活用として、オープンＭＲイメージング装置を手術室に設置し、ＭＲイ

メージング画像で確認しながら手術を行なうインテリジェントオペ室の実現を進めており、新しいソリューショ

ン・ビジネスへの展開を図っております。 

  

③ デジタルＸ線装置の高機能・高性能化 

医療のＩＴ化や省力化への対応として、Ｘ線装置においてもデジタル化の要求が他のモダリティと同様にます

ます強くなっております。 

当社では従来のフィルム撮影法に匹敵する新しい技術として、高精細の400万画素の超高精細デジタルラジオグ

ラフィ装置を他社に先駆けて開発しました。また新世代の大視野Ｘ線平面センサ（FPD）を組み込んだ世界初の多

目的ＣアームテーブルVersiFlexを発売しました。さらに、IVR手技（カテーテル治療などの画像支援治療）等に

対応できる高機能透視撮影システムmedites-CREAや循環器検査システムPARTIREなど、FPD搭載システムのライン

アップを充実させ、FPD搭載の透視撮影システムのシリーズ化において他社をリードし、診療所から大規模病院に

至る幅広い市場でデジタル化推進に対応しております。 

  

一般撮影分野のデジタル化においてはFPD搭載のデジタルシステムRadnextシリーズを2005年３月に発売開始

し、ユニバーサルシステムから立位/臥位システムと幅広く展開しております。このシステムにより患者情報管理

から、被検者の位置決め、Ｘ線発生、画像処理、画像管理までを一元化して取り扱える一般撮影業務ソリューシ

ョンを提供することが可能となりました。 

  

さらに歯科用分野においても当社は歯科用インプラント治療に代表される歯科治療技術の高度化を実現するた

めに３次元画像診断を可能にした歯科用コーンビームX線CT装置CB MercuRayを発売し、大学病院や大規模歯科医

院にて好評を得ております。また、平成17年４月には中規模歯科医院向けに従来装置のもつ高画質・短時間撮影

機能を維持し、診断の目的を歯科インプラントに絞り込むことで装置を小型化したCB Throneを発売しました。 

  

④ 診断用超音波装置の高機能・高性能化 

診断用超音波装置は、安全でかつ実時間診断ができる便利な装置として各診断分野で幅広く使用されておりま

す。当社は、デジタル技術と高速画像処理技術を用いて、高機能、高性能で、診断価値の高い製品を開発し、上

級機から普及機までのシリーズ製品を揃えております。 

本年度は、エルゴノミクスデザインや新画面表示など使い勝手を大幅に向上し、最新の画像処理技術である

High Definition THI技術（HdTHI）、高分解能な表在用リニア探触子等新技術により更なる高画質化を実現した

最上級機、HI VISION 900を開発、製品化いたしました。 

また、これまで上級機で実現していた高画質化技術と日立独自のReal-time Tissue Elastography機能（リアル

タイムで組織の硬さの違いを画像化する機能）やReal-time Virtual Sonography機能（ＣＴ画像と超音波画像の

同一断面をリアルタイムで表示する機能）、心筋トラッキング機能等の豊富なオプションを、コンパクトなボデ

ィーに搭載したEUB-7500を製品化いたしました。 

Real-time Tissue Elastography機能は、乳腺の組織診断でその有効性が確認されておりますが、さらに甲状

腺、前立腺、膵臓、筋肉など多分野への応用を図るべく臨床評価を進めております。今後、さらに装置改良と臨

床評価を進め、将来に向けより高い診断価値の提供に努めてまいります。 

  

⑤ 再生医療の実用化に向けた細胞培養システムの開発 



再生医療は次世代の移殖医療を担う分野として期待が寄せられており、長期的な成長と大きな市場が見込まれ

る新しい事業分野であります。 

当社では、21世紀のヘルスケアへの貢献、医学と工学の融合による新しい価値創造の理念のもと、再生医療の

実用化に向けて自動細胞培養装置の技術開発を進めております。 

  

⑥ 光トポグラフィ装置の開発 

光トポグラフィ装置は、近赤外分光法を利用して脳内の血液量を計測し、脳のダイナミックな機能を調べる製

品です。本装置は、日立が世界に先駆けて製品化したユニークな製品で、脳機能を非侵襲で、しかも被験者の自

由度を保ちながら簡易的に計測できることから、医療のみならず心理や教育の研究にもご利用いただいておりま

す。医療分野では、てんかん焦点位置の同定や言語有意半球同定などの使用のほか、精神科や小児科（新生児・

乳児）などこれまでに客観的な指標がない分野や計測が困難な分野での応用が期待されています。 

当社ではETG-4000及びETG-7100のグレードの異なる製品を提供し、国内で最大のシェアを確保するとともに需

要が拡大中の海外へも対応いたします。 

  

  

  

(2) 医療情報システム事業 

当中間連結会計期間の研究開発費は78百万円となっております。 

  

① 中小規模病院向けWeb型電子カルテシステムOpen-Karteの高機能・高性能化 

医事会計システム、オーダーシステム（検査・撮影・処方等の指示）、部門システムなど病院の運営に必要な

機能を備えたワンパッケージの中小規模病院向けWeb型電子カルテシステムOpen-Karteの高機能化を図りました。

このシステムでは、医事会計システム、オーダーシステム、電子カルテのほか、看護支援をはじめとする院内

の各部門にて必要な機能をWebサーバに搭載し、端末のパソコンには、電子カルテを見るための専用ソフトが一切

不要なため、コストパフォーマンスの高いシステムとなっております。 

このたび、電子カルテの画面デザインと機能デザインをユーザ視点から見直し、特に診療録機能画面では操作

性のよい機能画面を実現し、効率の向上を図りました。また、医事システムの機能強化を行いました。 

  

② 医用画像管理システムOPEN-PACSシリーズの高機能化 

医用画像の読影環境の充実と電子カルテシステムへの連携等のニーズに対応し、Web上で読影用DICOM画像を表

示できるWeb型PACSサーバWeVIEW、読影医の使い勝手を追及した画像観察装置Natural VIEW(NV-1000)を機能強化

いたしました。 

また、医療情報標準化のためのIHE-J（医療情報の統合化・標準化活動）の統合プロファイルであるSWF 

(Scheduled  Work  Flow)や PIR  (Patient  Information  Reconciliation)、CPI(Consistent  Presentation  of 

Images)に加え、医師と医師とのコミュニケーションに役立つKIN(Key Image Note)機能を開発し、病院内の連携

促進に効果をあげることが可能となりました。 

音声認識を利用した読影レポートシステムNatural Reportは、Natural VIEWとの連動も可能となり、より操作

性の高い読影環境を提供することが可能となりました。 

  

③ 次世代型健診システム「ヘルゼアネオ」の開発 

従来から好評をいただいております健診システム「ヘルゼア」の後継システムとして、次世代型健診システム

「ヘルゼアネオ」を開発いたしました。このシステムはWeb技術を使い、操作性の高い健診施設向け業務システム



です。特徴として、画像診断装置との患者情報連携、画像システムと健診システムとの連携、そして健診機関

と健診者との連携をシームレスに実現できることにあります。このシステムは平成18年４月から発売を開始いた

しました。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



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】 

当中間連結会計期間において、重要な設備の新設、除却等の計画に変更はありません。 

  



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。 

  

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 158,000,000 

計 158,000,000 

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21日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 39,540,000 同左
東京証券取引所
（市場第一部） 

― 

計 39,540,000 同左 ― ― 



(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

  

(4) 【大株主の状況】 

平成18年９月30日現在 

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

  

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９月30日 ― 39,540 ― 13,884 ― 21,206 

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1-6-6 24,220 61.26 

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6-7) 

1,124 2.84

シティバンク ロンドン ピージージー
エ ム  
インターン  ベアー  ジャパン 
(常任代理人 シティバンク,エヌ.エ
イ東京支店) 

KROOSTWEG NOORD 149 3700 KA ZEIST,
THE NETHERLAND 
(東京都品川区東品川2-3-14) 

734 1.86

日立メディコグループ社員持株
会 

東京都千代田区外神田4-14-1 727 1.84 

モルガン.スタンレー.アンド. 
カンパニー.インターナショナ
ル．リミテッド 
（常任代理人 モルガン・スタン
レー証券株式会社） 

25 CABOT SQUARE,CANARY WHARF,LONDON E14 
4QA ENGLAND 
(東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデン
プレイスタワー) 

684 1.73 

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2-11-3 637 1.61

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,エヌ.エ
イ東京支店) 

1299 OCEAN AVENUE,11F,SANTA MONICA， CA 
90401 USA 
(東京都品川区東品川2-3-14) 

598 1.51

資産管理サービス信託銀行株式会社 
東京都中央区晴海1-8-12 晴海アイランド
トリトンスクエアオフィスタワーＺ棟 

444 1.12 

ザ チェース マンハッタン バン
ク エヌエイ ロンドン スペシャ
ル 
アカウント ナンバー ワン 
(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) 

WOOLGATE  HOUSE,COLEMAN  STREET  LONDON
EC2P 2HD,ENGLAND 
(東京都中央区日本橋兜町6-7) 

376 0.95

エスジーエスエス／エスジービーテ
ィー ルクス 
(常任代理人 香港上海銀行東京支
店) 

SOCIETE GENERALE 29 BOULEVARD HAUSSMANN 
PARIS - FRANCE 
(東京都中央区日本橋3-11-1) 

346 0.88

計 ― 29,890 75.60 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社     545千株
資産管理サービス信託銀行株式会社 347千株
      
         



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年９月30日現在 

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式577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 

  

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) 普通株式    253,000 ― ― 

完全議決権株式(その他) 普通株式   38,599,000 38,599 ― 

単元未満株式 普通株式      688,000 ― ― 

発行済株式総数    39,540,000 ― ― 

総株主の議決権 ― 38,599 ― 

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(％) 

株式会社日立メディコ 
東京都千代田区外神田 
4－14－1 

253,000 ― 253,000 0.64

計 ― 253,000 ― 253,000 0.64 



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) 最高・最低株価は、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。 

  

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 1,469 1,397 1,330 1,361 1,336 1,303 

最低(円) 1,355 1,260 1,180 1,227 1,236 1,221 



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)並びに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)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)の中間連結財務諸表及

び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     7,714   7,720    8,928  

２ 受取手形及び 
  売掛金 

※2,4   30,064 31,158   38,106 

３ 有価証券     7,905   7,634    7,935  

４ たな卸資産     27,826   26,674    26,835  

５ 短期貸付金     2,012   8    2,007  

６ 預け金     13,026   11,542    13,030  

７ その他     5,980   5,177    5,995  

貸倒引当金     △673   △468    △451  

流動資産合計     93,858 76.1  89,448 74.5   102,387 77.6

Ⅱ 固定資産                

(1) 有形固定資産 ※1              

１ 建物及び 
  構築物 

※4   5,483 6,031   5,935 

２ 土地 ※3,4   5,871   5,881    5,879  

３ その他 ※4   3,710   4,221    4,203  

計     15,065 12.2  16,135 13.4   16,017 12.1

(2) 無形固定資産     2,489 2.0  2,933 2.4   3,500 2.7

(3) 投資その他の 
  資産 

          

１ 投資有価証券     1,858   4,452    1,359  

２ 長期前払費用     457   457    418  

３ 繰延税金資産     8,601   5,448    7,190  

４ その他     1,071   1,233    1,001  

 貸倒引当金     △3   △3    △3  

計     11,986 9.7  11,588 9.7   9,967 7.6

固定資産合計     29,540 23.9  30,657 25.5   29,486 22.4

資産合計     123,398 100.0  120,105 100.0   131,874 100.0

            



  

  
  

    
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 

※2   18,208 17,923   24,612 

２ 短期借入金 ※4   101   590    596  

３ 未払費用     5,750   5,991    6,299  

４ 未払法人税等     520   956    715  

５ 製品保証等 
  引当金 

    2,115 1,922   1,954 

６ その他     6,496   6,036    6,070  

流動負債合計     33,193 26.9  33,421 27.8   40,248 30.5

Ⅱ 固定負債                

１ 長期借入金 ※4   370   494    762  

２ 退職給付引当金     9,855   9,964    10,098  

３ 役員退職慰労 
  引当金 

    379 455   452 

４ その他 ※3   1,812   1,678    1,663  

固定負債合計     12,417 10.1  12,592 10.5   12,976 9.9

負債合計     45,610 37.0  46,013 38.3   53,225 40.4

(少数株主持分)                

少数株主持分     1,383 1.1  ― ―   1,469 1.1

(資本の部)                

Ⅰ 資本金     13,884 11.2  ― ―   13,884 10.5

Ⅱ 資本剰余金     21,206 17.2  ― ―   21,206 16.1

Ⅲ 利益剰余金     44,448 36.0  ― ―   44,912 34.1

Ⅳ 土地再評価差額金 ※3   △3,053 △2.5  ― ―   △3,053 △2.3

Ⅴ その他有価証券 
  評価差額金 

    106 0.1 ― ―   157 0.1

Ⅵ 為替換算調整勘定     108 0.1  ― ―   394 0.3

Ⅶ 自己株式     △295 △0.2  ― ―   △322 △0.3

資本合計     76,404 61.9  ― ―   77,179 58.5

負債、少数株主 
持分及び資本 
合計 

    123,398 100.0 ― ―   131,874 100.0

            



  

  

    
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     ― ―  13,884 11.5   ― ―

２ 資本剰余金     ― ―  21,206 17.7   ― ―

３ 利益剰余金     ― ―  40,622 33.8   ― ―

４ 自己株式     ― ―  △343 △0.3   ― ―

株主資本合計     ― ―  75,369 62.7   ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等                

１ その他有価証券 
  評価差額金 

    ― ―  △78 △0.1   ― ―

２ 土地再評価差額 
  金 

    ― ―  △3,053 △2.5   ― ―

３ 為替換算調整勘 
  定 

    ― ―  441 0.4   ― ―

評価・換算差額 
等合計 

    ― ―  △2,690 △2.2   ― ―

Ⅲ 少数株主持分     ― ―  1,412 1.2   ― ―

純資産合計     ― ―  74,092 61.7   ― ―

負債純資産合計     ― ―  120,105 100.0   ― ―

            



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     54,099 100.0  57,518 100.0   122,436 100.0

Ⅱ 売上原価     33,789 62.5  36,194 62.9   79,814 65.2

売上総利益     20,310 37.5  21,324 37.1   42,621 34.8

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費 

※1   18,397 34.0 19,404 33.8   37,678 30.8

営業利益     1,912 3.5  1,919 3.3   4,943 4.0

Ⅳ 営業外収益                

１ 受取利息   41    81   112    

２ 為替差益   19    5   103    

３ 雑収益   278 340 0.6 96 183 0.3 226 442 0.4

Ⅴ 営業外費用                

１ 支払利息   11    17   30    

２ たな卸資産 
  処分損 

  323   384 674   

３ 固定資産処分損   1    101   245    

４ 発注解約損失   ―    82   ―    

５ 雑損失   163 499 0.9 117 704 1.2 126 1,077 0.9

経常利益     1,752 3.2  1,398 2.4   4,308 3.5

Ⅵ 特別利益                

  投資有価証券売却益   ― ― ― 208 208 0.4 ― ― ―

Ⅶ 特別損失                

１ たな卸資産 
  評価損 

※2 ―   1,078 ―   

２ 固定資産売却損 ※3 306    ―   306    

３ 減損損失 ※4 36    ―   36    

４ 投資有価証券 
  評価損 

  ―   125 ―   

５ のれん償却額 ※5 ― 342 0.6 292 1,496 2.6 ― 342 0.3

税金等調整前 
中間(当期) 
純利益 

    1,410 2.6 110 0.2   3,966 3.2

法人税、住民税 
及び事業税 

  989   1,205 1,528   

還付法人税等   △120    ―   △120    

法人税等調整額   △287 582 1.1 2,623 3,829 6.6 856 2,264 1.8

少数株主利益     290 0.5  275 0.5   405 0.3

中間(当期) 
純利益又は中間
純損失(△) 

    536 1.0 △3,994 △6.9   1,296 1.1

            



③ 【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     21,206   21,206 

Ⅱ 資本剰余金増加高           

自己株式処分差益   0 0 0 0 

Ⅲ 資本剰余金中間期末(期末) 
  残高 

21,206 21,206

            

(利益剰余金の部)           

Ⅰ 利益剰余金期首残高     45,961   45,961 

Ⅱ 利益剰余金増加高           

中間(当期)純利益   536 536 1,296 1,296 

Ⅲ 利益剰余金減少高           

１ 配当金   295   589   

２ 土地再評価差額金取崩額   1,755 2,050 1,755 2,345 

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末) 
残高 

44,448 44,912

   



④ 【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) 13,884 21,206 44,912 △322 79,680 

中間連結会計期間中の変動額           

 剰余金の配当     △294   △294 

 中間純損失     △3,994   △3,994 

 自己株式の取得       △23 △23 

 自己株式の処分   △0   2 2 

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) 
          

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

― △0 △4,289 △21 △4,310 

平成18年９月30日残高(百万円) 13,884 21,206 40,622 △343 75,369 

  

評価・換算差額等 
少数株主
持分 純資産合計 その他 

有価証券 
評価差額金 

土地再評価
差額金 

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) 157 △3,053 394 △2,501 1,469 78,649 

中間連結会計期間中の変動額             

 剰余金の配当           △294 

 中間純損失           △3,994 

 自己株式の取得           △23 

 自己株式の処分           2 

 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) △236 ― 46 △189 △56 △246 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) △236 ― 46 △189 △56 △4,556 

平成18年９月30日残高(百万円) △78 △3,053 441 △2,690 1,412 74,092 



⑤ 【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 

 1,410 110 3,966

２ 減価償却費   1,157 1,485 2,729 

３ 長期前払費用の償却額   64 82 129 

４ 受取利息及び受取配当金   △44 △83 △116 

５ 支払利息   11 17 30 

６ 投資有価証券売却益   ― △208 ― 

７ たな卸資産評価損等   ― 1,462 ― 

８ 投資有価証券評価損   ― 125 ― 

９ のれん償却額   ― 292 ― 

10 売上債権の増減額 
(増加：△) 

 5,453 7,284 △2,211

11 たな卸資産の増減額 
(増加：△) 

 △2,073 △1,065 △773

12 仕入債務の増減額 
(減少：△) 

 △4,778 △6,885 1,302

13 その他   △753 △520 △270 

小計   448 2,096 4,786 

14 利息及び配当金の受取額   51 92 122 

15 利息の支払額   △11 △17 △30 

16 法人税等の支払額   △1,104 △961 △1,413 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 △616 1,211 3,464

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 有価証券の取得 
による支出 

 △1,001 △2,199 △1,729

２ 有価証券の売却等 
による収入 

 2,404 2,401 4,234

３ 投資有価証券の取得 
による支出 

 △943 △4,166 △943

４ 有形・無形固定資産の 
取得による支出 

 △1,055 △1,621 △4,036

５ 連結の範囲の変更を伴う 
子会社株式の取得による 
支出 

 △304 ― △304

６ 連結の範囲の変更を伴う 
子会社株式の取得による 
収入 

 ― ― 106

７ 長期前払費用の取得 
による支出 

 △42 △123 △78

８ その他   413 132 182 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △527 △5,577 △2,569



  

  
  

    
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 短期借入金の純増減額   0 5 452 

２ 長期借入による収入   ― ― 317 

３ 長期借入金の返済による 
支出 

 △328 △311 △416

４ 配当金の支払額   △295 △294 △589 

５ 少数株主への配当金 
の支払額 

 ― △329 △743

６ その他   △23 △21 △50 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △647 △951 △1,031

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 115 123 264

Ⅴ 現金及び現金同等物 
の増加額または減少額 
(減少：△) 

 △1,676 △5,194 129

Ⅵ 現金及び現金同等物 
の期首残高 

 29,831 29,960 29,831

Ⅶ 現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

 28,154 24,765 29,960

    



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 
  連結子会社の数      17社 
   主要な連結子会社名 
① 国内子会社 
日立メディカルコンピュー
タ㈱ 

  
      なお、㈱日立メディコエコシ
ステムズについては前連結会計
年度において清算結了し、㈱日
立メディコテクノロジーについ
ては㈱日立メディコを存続会社
として当中間連結会計期間にお
いて合併した為、それぞれ連結
の範囲から除外しております。 

１ 連結の範囲に関する事項 
  連結子会社の数       19社 
   主要な連結子会社名 
① 国内子会社 
日立メディカルコンピュー
タ㈱ 
㈱日本ボス研究所 

  
   
  
  
  
  
  
  

１ 連結の範囲に関する事項 
  連結子会社の数     18社 
   主要な連結子会社名 
① 国内子会社 
日立メディカルコンピュー
タ㈱ 

        ㈱日本ボス研究所 
なお、㈱日立メディコエコシ
ステムズについては前連結会計
年度において清算結了し、㈱日
立メディコテクノロジーについ
ては㈱日立メディコを存続会社
として当連結会計年度において
合併した為、それぞれ連結の範
囲から除外しており、また株式
取得により㈱日本ボス研究所が
子会社となった為、連結の範囲
に含めております。 

  
  ② 在外子会社 

ヒタチ メディカル システ
ムズ アメリカ インク 
ヒタチ メディカル システ
ムズ ヨーロッパ ホールデ
ィング アーゲー 
ヒタチ メディカル システ
ムズ シンガポール 
プライベイト リミテッド 
日立医療系統技術服務(北
京)有限公司 
日立医療系統(蘇州)有限公
司 
パフォーマンス コントロ
ールズ インク 
アイソル テクノロジー イ
ンク 
なお、アイソル テクノロジ
ー インクについては当中間連
結会計期間に株式を追加取得
し、子会社となった為、連結の
範囲に含めております。 

  ② 在外子会社 
ヒタチ メディカル システ
ムズ アメリカ インク 
ヒタチ メディカル システ
ムズ ヨーロッパ ホールデ
ィング アーゲー 
ヒタチ メディカル システ
ムズ シンガポール 
プライベイト リミテッド 
日立医療系統技術服務(北
京)有限公司 
日立医療系統(蘇州)有限公
司 
パフォーマンス コントロ
ールズ インク 
アイソル テクノロジー イ
ンク 
日立医療（広州）有限公司 

   なお、日立医療（広州）有限
公司は当中間連結会計期間に設
立した為、連結の範囲に含めて
おります。 
  

  ② 在外子会社 
ヒタチ メディカル システ
ムズ アメリカ インク 
ヒタチ メディカル システ
ムズ ヨーロッパ ホールデ
ィング アーゲー 
ヒタチ メディカル システ
ムズ シンガポール 
プライベイト リミテッド 
日立医療系統技術服務(北
京)有限公司 
日立医療系統(蘇州)有限公
司 
パフォーマンス コントロ
ールズ インク 
アイソル テクノロジー イ
ンク 
なお、アイソル テクノロ
ジー インクについては当連
結会計年度に株式を追加取得
し、子会社となった為、連結
の範囲に含めております。 
  

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 
   該当する会社はありません。 
  持分法適用の関連会社  １社 
     カリス ヘルスケア エルエ

ルシー 
  持分法非適用の関連会社 

株式会社アイジーエスは、中
間純利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 
  同左 
  持分法適用の関連会社  １社 
      カリス ヘルスケア エルエ

ルシー 
  持分法非適用の関連会社 

該当する会社はありません。 

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 
  同左 
  持分法適用の関連会社  １社 
     カリス ヘルスケア エルエ

ルシー 
  持分法非適用の関連会社 

該当する会社はありません。 
なお、株式会社アイジーエス
は当社よりの融資が終了したこ
とにより、財務及び営業の方針
決定に重要な影響を与えること
が出来なくなった為、当連結会
計年度より関連会社から除外し
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) 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

   ヒタチ メディカル システム

ズ ヨーロッパ ホールディング 

アーゲー及び同社の子会社８

社、日立医療系統(蘇州)有限公

司、日立医療系統技術服務(北

京)有限公司並びにアイソル テ

クノロジー インクの中間決算

日は６月30日でありますが、中

間連結決算日との間に生じた重

要な取引については必要な調整

を行なっております。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

   ヒタチ メディカル システム

ズ ヨーロッパ ホールディング 

アーゲー及び同社の子会社８

社、日立医療系統(蘇州)有限公

司、日立医療系統技術服務(北

京)有限公司、アイソル テクノ

ロジー インク並びに日立医療

（広州）有限公司の決算日は６

月30日でありますが、中間連結

決算日との間に生じた重要な取

引については必要な調整を行な

っております。 

  

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

   ヒタチ メディカル システム

ズ ヨーロッパ ホールディング 

アーゲー及び同社の子会社８

社、日立医療系統(蘇州)有限公

司、日立医療系統技術服務(北

京)有限公司並びにアイソル テ

クノロジー インクの決算日は

12月31日でありますが、連結決

算日との間に生じた重要な取引

については必要な調整を行なっ

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 

  イ 有価証券 

   ①満期保有目的の債券 

    償却原価法 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

  イ 有価証券 

   ①満期保有目的の債券 

    同左 

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 

  イ 有価証券 

   ①満期保有目的の債券 

    同左 

   ②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、売却原価は主に移動

平均法により算定しており

ます。) 

   ②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、売却原価は主に移

動平均法により算定してお

ります。) 

   ②その他有価証券 

    時価のあるもの 

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 

    時価のないもの 

    同左 

    時価のないもの 

    同左 

  ロ デリバティブ 

    時価法 

  ロ デリバティブ 

    同左 

  ロ デリバティブ 

    同左 

  ハ たな卸資産 

個別法または移動平均法に

基づく低価法 

  ハ たな卸資産 

    同左 

  ハ たな卸資産 

    同左 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

  イ 有形固定資産 

     主として定率法を採用し

ております。 

     ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物(建

物附属設備は除く)につい

ては定額法によっておりま

す。 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

  イ 有形固定資産 

    同左 

  

  

  

  

  

  

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

  イ 有形固定資産 

    同左 

     なお、主な耐用年数は次

の通りであります。 

    建物     ３～50年 

    工具器具備品 ２～20年 

    機械装置   ２～17年 

            

  ロ 無形固定資産 

     定額法を採用しておりま

す。 

     ただし、市場販売目的の

ソフトウェアについては、

見込販売数量に基づく償却

額または見込有効期間(３

年)に基づく均等配分額の

いずれか大きい額を償却額

とする方法、自社利用ソフ

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。 

  ロ 無形固定資産 

    同左 

  ロ 無形固定資産 

    同左 



  

  

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) 

  ハ 長期前払費用 

    均等償却 

  ハ 長期前払費用 

    同左 

  ハ 長期前払費用 

    同左 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  イ 貸倒引当金 

     債権の貸倒による損失に

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 

  イ 貸倒引当金 

    同左 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  イ 貸倒引当金 

    同左 

  ロ 製品保証等引当金 

     商品及び製品のアフター

サービスの費用支出に備え

るため、保証期間内のサー

ビス費の発生見込額を、過

去の実績を基礎として計上

しております。 

  ロ 製品保証等引当金 

    同左 

  ロ 製品保証等引当金 

    同左 

  ハ 退職給付引当金 

     当社及び一部の連結子会

社は従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づ

き、当中間連結会計期間末

において発生していると認

められる額を計上しており

ます。 

  ハ 退職給付引当金 

    同左 

  ハ 退職給付引当金 

     当社及び一部の連結子会

社は従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づ

き計上しております。 

     過去勤務債務は、発生時

の従業員の平均残存勤務期

間(15～17年)による定額法

により費用処理することと

しております。 

    同左      同左  

     数理計算上の差異は、発

生時の従業員の平均残存勤

務期間(15～17年)による定

額法により翌連結会計年度

から費用処理することとし

ております。 

    同左      同左  

  ニ 役員退職慰労引当金 

     役員の退職慰労金の支出

に備えるため、内規に基づ

く中間期末必要額を計上し

ております。 

  ニ 役員退職慰労引当金 

    同左 

  ニ 役員退職慰労引当金 

     役員の退職慰労金の支出

に備えるため、内規に基づ

く期末必要額を計上してお

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) 

 (4) 重要な外貨建の資産または負

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、在外子会社の資

産、負債は、中間決算日の直

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、

換算差額は少数株主持分及び

資本の部の為替換算調整勘定

に含めております。 

 (4) 重要な外貨建の資産または負

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、在外子会社の資

産、負債は、中間決算日の直

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及び少数

株主持分に含めております。 

 (4) 重要な外貨建の資産または負

債の本邦通貨への換算の基準 

    外貨建金銭債権債務は、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、在外子会社の資産、負債

は、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、換算差額は少

数株主持分及び資本の部の為

替換算調整勘定に含めており

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 

   同左 

 (5) 重要なリース取引の処理方法 

   同左 

 (6) 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

計処理については、税抜方式

によっております。 

 (6) 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 

   同左 

  

  

 (6) 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 

   同左 

  

  

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 

   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 

  同左 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

  同左 



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) 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当中間連結会計期間より、固定

資産の減損に係る会計基準(「固定

資産の減損に係る会計基準の設定

に関する意見書」(企業会計審議会 

平成14年８月９日))及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指

針」(企業会計基準適用指針第６号 

平成15年10月31日)を適用しており

ます。 

これにより税金等調整前中間純

利益は36百万円減少しておりま

す。 

なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づき各資産の金額から直接

控除しております。 

────────── 

────────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（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。 

  これまでの資本の部の合計に相当

する金額は、72,679百万円でありま

す。 

なお、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

における中間連結貸借対照表の純

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。 

  

  

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当連結会計年度より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14

年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号 平成15

年10月31日）を適用しております。

これにより、税金等調整前当期純

利益は36百万円減少しております。

なお、減損損失累計額について

は、改正後の連結財務諸表規則に

基づき各資産の金額から直接控除

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) 

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」に含めておりました「繰延税金資産」は

資産総額の百分の五を超えたため、当中間連結会計

期間から区分掲記することにいたしました。 

なお、前中間連結会計期間の投資その他の資産の

「その他」に含まれている「繰延税金資産」は、  

4,208百万円であります。 

────────── 

  

  

  

  

  



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  
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 

24,336百万円 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

25,461百万円 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

25,138百万円 

────────── 

  

  

  

  

  

  

  

────────── 

  

※２ 中間連結会計期間末日満期手形 

   当中間連結会計期間末日は金

融機関の休日でしたが、満期日

に決済が行なわれたものとして

処理しております。その内容は

以下の通りであります。 

  受取手形       343百万円 

  支払手形        26 

────────── 

  

────────── 

  

  

  

  

  

  

  

※３ 当社は、土地の再評価に関す

る法律(平成10年３月31日公布

法律第34号)に基づき、事業用

の土地の再評価を行ない、評価

差額については、当該評価差額

に係る税金相当額を「再評価に

係る繰延税金負債」として負債

の部に計上し、これを控除した

金額を「土地再評価差額金」と

して資本の部に計上しておりま

す。 

・再評価の方法・・・土地の再

評価に関する法律施行令(平

成10年３月31日公布政令第

119号)第２条第３号に定める

固定資産税評価額に基づい

て、合理的な調整を行なって

評価額を算出しております。 

・再評価を行なった年月日 

……平成14年３月31日 

・再評価を行なった土地の当連

結会計年度末における時価と

再評価後の帳簿価額との差額 

……△1,056百万円 

  

※４ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は、次

のとおりであります。 

   担保付債務は次のとおりであ

ります。 

建物 155百万円

土地 78 

機械装置 36 

合計 270 

短期借入金 82百万円

長期借入金 337 

合計 420 

※４ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は、次

のとおりであります。 

   担保付債務は次のとおりであ

ります。 

売掛金 487百万円

建物 169 

土地 88 

機械装置 30 

合計 775 

短期借入金 580百万円

長期借入金 284 

合計 864 

※４ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は、次

のとおりであります。      

   担保付債務は次のとおりであ

ります。 

売掛金 559百万円

建物 166 

土地 86 

機械装置 33 

合計 846 

短期借入金 556百万円

長期借入金 276 

合計 832 



  

  

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) 

５ 保証債務 

   連結会社以外の会社の金融機

関等からの借入に対し、債務保

証を行なっております。 

慶勲医療財団 52百万円

５ 保証債務 

   連結会社以外の会社の金融機

関等からの借入に対し、債務保

証を行なっております。 

連結会社以外の会社の金融機

関等からのリース契約に対し、

債務保証を行なっております。 

慶勲医療財団 36百万円

セントラル メデ

ィカル ストアー

ズ デパートメン

ト 

63 

その他 38

マクアーレン ノ

ース イメージン

グ 

 20百万円

その他 53  

５ 保証債務 

   連結会社以外の会社の金融機

関等からの借入に対し、債務保

証を行なっております。 

慶勲医療財団 35百万円



  
(中間連結損益計算書関係) 

  
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) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主な費目及び金額は次の通り

であります。 

発送費 598百万円

販売手数料 347 

貸付品評価損 158 

製品保証等 
引当金繰入額 

1,368 

貸倒引当金 
繰入額 

139 

給料諸手当 7,558 

退職給付費用 289 

役員退職慰労引
当金繰入額 

81 

福利厚生費 1,154 

減価償却費 301 

賃借料 1,017 

旅費 1,217 

研究開発費 1,081 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主な費目及び金額は次の通り

であります。 

発送費 782百万円

販売手数料 329 

貸付品評価損 161 

製品保証等
引当金繰入額 

1,339

貸倒引当金
繰入額 

116

給料諸手当 8,211 

退職給付費用 161 

役員退職慰労引
当金繰入額 

80

福利厚生費 1,140 

減価償却費 382 

賃借料 1,210 

旅費 1,263 

研究開発費 938 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主な費目及び金額は次の通り

であります。 

発送費 1,218百万円

販売手数料 717 

貸付品評価損 336 

製品保証等
引当金繰入額 

1,615 

貸倒引当金
繰入額 

394 

給料諸手当 15,523 

退職給付費用 687 

役員退職慰労引
当金繰入額 

168 

福利厚生費 2,286 

減価償却費 715 

賃借料 2,034 

旅費 2,566 

研究開発費 2,152 

────────── 

  

  

  

  

  

  

※３ 固定資産売却損の内訳は次の

通りであります。 

  

※４ 減損損失 

当中間連結会計期間におい

て、当社グループは以下の資産

について減損損失を計上いたし

ました。  

  

当社グループは、事業の種類

別セグメントの区分を考慮して

資産グループを決定しておりま

す。 

    遊休不動産については、将来

の使用が見込まれていないた

め回収可能価額まで減額し、

当該減損額を減損損失（36百 

建物、構築物他 221百万円

土地 84 

合計 306 

場所 三重県鳥羽市 

用途 遊休不動産 

種類 土地 

金額 36百万円 

※２ たな卸資産評価損の内容は、

製品戦略の見直し、生産構造の

改革等により、保守部品、従来

製品の仕掛品等について総点検

を行い、過剰と思われる資産を

評価減したものであります。 

  

────────── 

  

  

  

  

  

   ────────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

────────── 

  

  

  

  

  

  

※３ 固定資産売却損の内訳は次の

通りであります。 

  

※４ 減損損失 

当連結会計年度において、当

社グループは以下の資産につ

いて減損損失を計上いたしま

した。  

  

当社グループは、事業の種類

別セグメントの区分を考慮して

資産グループを決定しておりま

す。 

遊休不動産については、将来

の使用が見込まれていないため

回収可能価額まで減額し、当該

減損額を減損損失（36百万円） 

建物、構築物他 221百万円 

土地 84 

合計 306 

場所 三重県鳥羽市 

用途 遊休不動産 

種類 土地 

金額 36百万円 



  

  

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) 

万円）として特別損失に計上し

ております。 

    なお、当該資産の回収可能価

額は、正味売却価額により測

定しており、価格指標は不動

産鑑定評価額を使用しており

ます。 

────────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

※５ のれん償却額 

      関係会社株式の評価減に伴

い、未償却残高の一括償却を行

なったものであります。    

として特別損失に計上してお

ります。 

    なお、当該資産の回収可能

価額は、正味売却価額により

測定しており、価格指標は不

動産鑑定評価額を使用してお

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）普通株式の増加 18,100株は、単元未満株式の買取によるものであります。 

   普通株式の減少 2,000株は、単元未満株式の株主からの買取請求によるものであります。 

  

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) 39,540,000      －      － 39,540,000 

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) 237,477 18,100 2,000 253,577 

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22日 
取締役会 

普通株式 294 7.50 平成18年３月31日 平成18年５月24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25日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 176 4.50 平成18年９月30日 平成18年11月30日



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  
次へ 

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連結会

計期間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日現在) 

現金及び 
預金勘定 

7,714百万円

有価証券勘定 7,905 

預け金勘定 13,026 

短期貸付金勘定 2,012 

償還期間が 
３ヶ月を超える 
債券等 

△2,504 

現金及び 
現金同等物 

28,154 

 現金及び現金同等物の中間連結会

計期間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日現在) 

現金及び 
預金勘定 

7,720百万円

有価証券勘定 7,634 

預け金勘定 11,542 

短期貸付金勘定 8 

償還期間が 
３ヶ月を超える 
債券等 

△2,140

現金及び 
現金同等物 

24,765

 現金及び現金同等物の連結会計年

度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日現在) 

現金及び
預金勘定 

8,928百万円

有価証券勘定 7,935 

預け金勘定 13,030 

短期貸付金勘定 1,999 

償還期間が
３ヶ月を超える 
債券等 

△1,934 

現金及び
現金同等物 

29,960 



(リース取引関係) 

  

  

次へ 

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 

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 

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 

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)

機械装置 
及び 
運搬具 

58 32 25

その他 
(工具器具 
備品) 

1,711 865 845

合計 1,769 898 871

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)

機械装置 
及び 
運搬具 

36 25 11

その他 
(工具器具 
備品) 

1,541 874 666

合計 1,578 900 678

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)

機械装置
及び 
運搬具 

52 32 19

その他
(工具器具
備品) 

1,623 901 721

合計 1,675 934 741

②未経過リース料中間期末残高相当

額 

１年内 389百万円

１年超 492 

合計 881 

②未経過リース料中間期末残高相当

額 

１年内 309百万円

１年超 376 

合計 686 

②未経過リース料期末残高相当額 

  

１年内 359百万円

１年超 392 

合計 751 

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 221百万円

減価償却費 
相当額 

214 

支払利息相当額 7 

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 200百万円

減価償却費
相当額 

194

支払利息相当額 5 

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 434百万円

減価償却費
相当額 

420 

支払利息相当額 13 

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て、

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 

 同左 

④減価償却費相当額の算定方法 

 同左 

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 

 同左 

⑤利息相当額の算定方法 

 同左 



(有価証券関係) 

(前中間連結会計期間)(平成17年９月30日現在) 

  

  

(当中間連結会計期間)(平成18年９月30日現在) 

  

(注) 当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のない株式について125百万円減損処理を行っております。 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの       

   該当なし   

            

２ その他有価証券で時価のあるもの         

    取得原価
中間連結貸借
対照表計上額 

差額  

  (1) 株式 484百万円 664百万円 180百万円   

  (2) 債券         

  社債 3,444 3,444 △0   

  合計 3,929 4,108 179   

３ 時価評価されていない主な有価証券(上記１を除く)の内容及び中間連結貸借対照表計上額   

  その他有価証券         

  コマーシャルペーパー 2,899百万円     

  MMF及びフリーファイナンシャルファンド 2,501     

  非上場株式(店頭売買株式を除く) 188     

  合計   5,589     

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの       

   該当なし   

            

２ その他有価証券で時価のあるもの         

    取得原価
中間連結貸借
対照表計上額 

差額  

  (1) 株式 4,298百万円 4,167百万円 △130百万円   

  (2) 債券         

        国債・地方債等          499          499              0   

  社債 1,833 1,831      △1   

  合計 6,631 6,499 △132   

３ 時価評価されていない主な有価証券(上記１を除く)の内容及び中間連結貸借対照表計上額   

  その他有価証券         

  コマーシャルペーパー 2,997百万円     

  MMF及びフリーファイナンシャルファンド 2,505     

  非上場株式(店頭売買株式を除く) 15     

  合計   5,518     



(前連結会計年度) (平成18年３月31日現在) 

  

(注) 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のない株式について47百万円減損処理を行っております。 

前へ   次へ 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの       

   該当なし   

２ その他有価証券で時価のあるもの         

    取得原価
連結貸借
対照表計上額 

差額  

  (1) 株式 484百万円 752百万円 267百万円   

  (2) 債券         

        国債・地方債等         ― ― ―   

  社債 2,338 2,335 △2   

  その他         ― ― ―   

  (3) その他         ― ― ―   

  合計 2,823 3,088 264   

３ 時価評価されていない主な有価証券(上記１を除く)の内容及び連結貸借対照表計上額   

  その他有価証券         

  コマーシャルペーパー 3,498百万円     

  MMF及びフリーファイナンシャルファンド 2,502     

  非上場株式(店頭売買株式を除く) 140     

  合計   6,142     



(デリバティブ取引関係) 

(前中間連結会計期間)(平成17年９月30日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

通貨関連 

  

  

(当中間連結会計期間)(平成18年９月30日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

通貨関連 

  

  

(前連結会計年度)(平成18年３月31日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

通貨関連 

  

  

  

   

前へ     

区分 種類

前中間連結会計期間
(平成17年９月30日) 

契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円) 

市場取引以外の取引 

為替予約取引       

売建       

米ドル 2,669 2,712 △43 

ユーロ 2,593 2,621 △28 

合計 5,262 5,334 △71 

区分 種類

当中間連結会計期間
(平成18年９月30日) 

契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円) 

市場取引以外の取引 

為替予約取引       

売建       

米ドル 431 434 △3 

ユーロ 2,525 2,617 △91 

合計 2,957 3,051 △94 

区分 種類

前連結会計年度
(平成18年３月31日) 

契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円) 

市場取引以外の取引 

為替予約取引       

売建       

米ドル 69 68 0 

ユーロ 2,714 2,760 △46 

合計 2,783 2,829 △46 



(ストック・オプション等関係) 

    該当事項はありません。 

  

  

 (セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

  

 (注)１ 事業区分の方法及び各区分に属する主要製品の名称 
  

  
２ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(289百万円)の主なものは、親会社本社管理費用及び先行

技術に係る研究費であります。 
  

  

(注)１  事業区分の方法及び各区分に属する主要製品の名称は、前中間連結会計期間と同一であります。 

２  営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(118百万円)の主なものは、親会社本社管理費用及び先行

技術に係る研究費であります。 

  

  
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) 

  
医療機器 
(百万円) 

医療情報
システム 
(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 50,787 3,311 54,099 ― 54,099 

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

― ― ― (―) ―

計 50,787 3,311 54,099 (―) 54,099 

営業費用 48,065 3,831 51,897 289 52,187 

営業利益(△損失) 2,721 △520 2,201 (289) 1,912 

事業の種類別セグメント 主要製品 

医療機器 ＭＲイメージング装置 

Ｘ線ＣＴ装置 

Ｘ線装置 

診断用超音波装置 

診断用核医学装置 

医療情報システム 医用画像管理システム 

病院情報システム 

総合健診システム 

医療事務システム 

  
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) 

  
医療機器 
(百万円) 

医療情報
システム 
(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 52,229 5,289 57,518 ― 57,518 

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

― ― ― (―) ―

計 52,229 5,289 57,518 (―) 57,518 

営業費用 50,492 4,987 55,480 118 55,598 

営業利益 1,736 301 2,038 (118) 1,919 



  

(注)１  事業区分の方法及び各区分に属する主要製品の名称は、当中間連結会計期間と同一であります。 

２  営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(633百万円)の主なものは、親会社本社管理費用及び先行

技術に係る研究費であります。 

  

  

  
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) 

  
医療機器 
(百万円) 

医療情報
システム 
(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 113,836 8,600 122,436 ― 122,436 

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

― ― ― (―) ―

計 113,836 8,600 122,436 ― 122,436 

営業費用 107,911 8,947 116,859 633 117,493 

営業利益(△損失) 5,924 △346 5,577 (633) 4,943 



【所在地別セグメント情報】 

  

(注) １ 国または地域の区分の方法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または地域 

(1) 北米………米国 

(2) その他……欧州、アジア 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(289百万円)の主なものは、親会社本社管理費用及び先行

技術に係る研究費であります。 

  

(注) １ 国または地域の区分の方法は、前中間連結会計期間と同一であります。 

２ 各区分に属する主な国または地域は、前中間連結会計期間と同一であります。 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(118百万円)の主なものは、親会社本社管理費用及び先行

技術に係る研究費であります。 

  

  

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) 

日本(百万円) 北米(百万円)
その他
(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 

37,072 11,166 5,860 54,099 ― 54,099

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

8,782 207 663 9,653 (9,653) ―

計 45,854 11,373 6,523 63,752 (9,653) 54,099 

営業費用 45,373 9,593 6,584 61,550 (9,363) 52,187 

営業利益(△損失) 481 1,780 △60 2,201 (289) 1,912 

  

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) 

日本(百万円) 北米(百万円)
その他
(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 

39,121 11,358 7,039 57,518 ― 57,518

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

8,199 282 923 9,405 (9,405) ―

計 47,320 11,640 7,963 66,924 (9,405) 57,518 

営業費用 46,820 9,717 8,347 64,885 (9,286) 55,598 

営業利益(△損失) 500 1,922 △384 2,038 (118) 1,919 



  

(注) １ 国または地域の区分の方法は、当中間連結会計期間と同一であります。 

２ 各区分に属する主な国または地域は、当中間連結会計期間と同一であります。 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(633百万円)の主なものは、親会社本社管理費用及び先行

技術に係る研究費であります。 

  

  

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) 

日本(百万円) 北米(百万円)
その他
(百万円) 

計(百万円)
消去又は 
全社(百万円) 

連結(百万円)

売上高             

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

86,336 22,444 13,655 122,436 ― 122,436

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

14,370 546 1,378 16,296 (16,296) ―

計 100,706 22,991 15,034 138,732 (16,296) 122,436 

営業費用 97,713 20,178 15,263 133,155 (15,662) 117,493 

営業利益(△損失) 2,993 2,813 △229 5,577 (633) 4,943 



【海外売上高】 

  

(注) １ 国または地域の区分の方法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または地域 

(1) 北米………米国 

(2) 欧州………ドイツ、フランス 

(3) その他……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または地域における売上高であります。 

  

  

(注) １ 国または地域の区分の方法は、前中間連結会計期間と同一であります。 

２ 各区分に属する主な国または地域は、前中間連結会計期間と同一であります。 

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

  

  

(注) １ 国または地域の区分の方法は、当中間連結会計期間と同一であります。 

２ 各区分に属する主な国または地域は、当中間連結会計期間と同一であります。 

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

  

  
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) 

  北米 欧州 その他 計 

海外売上高(百万円) 11,168 6,463 3,034 20,666 

連結売上高(百万円) ― ― ― 54,099 

海外売上高の連結売上高に 
占める割合(％) 

20.6 11.9 5.6 38.2

  
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) 

  北米 欧州 その他 計 

海外売上高(百万円) 11,407 7,208 3,477 22,092 

連結売上高(百万円) ― ― ― 57,518 

海外売上高の連結売上高に 
占める割合(％) 

19.8 12.5 6.0 38.4

  
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) 

  北米 欧州 その他 計 

海外売上高(百万円) 22,447 15,090 7,025 44,564 

連結売上高(百万円) ― ― ― 122,436 

海外売上高の連結売上高に 
占める割合(％) 

18.3 12.3 5.7 36.4



 (１株当たり情報) 

  

(注) 算定上の基礎 

１株当たり中間(当期)純利益又は中間純損失(△) 

  

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

項目 
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 1,943円09銭 1,849円99銭 1,963円73銭 

１株当たり中間(当期) 
純利益又は中間純損失(△) 

13円65銭 △101円66銭 32円96銭 

潜在株式調整後 

１株当たり中間(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額について

は、潜在株式の発行がない

ため記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額について

は、潜在株式の発行がない

ため記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額について

は、潜在株式の発行がない

ため記載しておりません。

項目 
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)

中間(当期)純利益又は中間
純損失(△)(百万円) 

536 △3,994 1,296 

普通株主に帰属しない金額
(百万円) 

― ― ―

普通株式に係る中間(当期)
純利益又は中間純損失(△) 
(百万円) 

536 △3,994 1,296

普通株式の期中平均株式数
(千株) 

39,329 39,292 39,319



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     3,686   3,671    4,549  

２ 受取手形 ※2   3,991   3,900    4,540  

３ 売掛金     24,120   24,213    29,783  

４ 有価証券     7,905   7,634    7,935  

５ たな卸資産     18,321   17,975    19,608  

６ 短期貸付金     3,300   900    3,099  

７ 預け金     13,026   11,542    13,030  

８ その他 ※3   5,208   3,647    3,540  

貸倒引当金     △94   △20    △99  

流動資産合計     79,466 73.1  73,464 70.9   85,989 74.5

Ⅱ 固定資産                

(1) 有形固定資産 ※1              

 １ 建物     4,751   5,282    5,174  

２ 土地     5,681   5,681    5,681  

３ その他     2,926   3,171    3,208  

計     13,360 12.3  14,136 13.6   14,065 12.2

(2) 無形固定資産     1,770 1.6  2,395 2.3   2,740 2.4

(3) 投資その他の 
  資産 

          

１ 投資有価証券     1,792   4,382    1,295  

２ 繰延税金資産     8,356   5,112    6,855  

３ その他     3,978   4,413    4,486  

 貸倒引当金     △3   △228    △3  

計     14,124 13.0  13,681 13.2   12,634 10.9

固定資産合計     29,254 26.9  30,213 29.1   29,440 25.5

資産合計     108,721 100.0  103,678 100.0   115,429 100.0

            



  

  

    
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
(％) 

(負債の部)                

Ⅰ 流動負債                

１ 支払手形 ※2   764   427    795  

２ 買掛金     16,384   16,297    22,650  

３ 未払費用     3,501   3,454    3,481  

４ 未払法人税等     125   33    171  

５ 製品保証等 
  引当金 

    1,120 1,042   1,085 

６ その他     1,909   2,139    2,245  

流動負債合計     23,806 21.9  23,393 22.6   30,428 26.4

Ⅱ 固定負債                

１ 退職給付引当金     9,327   9,364    9,531  

２ 役員退職慰労 
  引当金 

    363 424   430 

３ その他     1,612   1,612    1,612  

固定負債合計     11,303 10.4  11,401 11.0   11,575 10.0

負債合計     35,110 32.3  34,795 33.6   42,004 36.4

(資本の部)                

Ⅰ 資本金     13,884 12.8  ― ―   13,884 12.0

Ⅱ 資本剰余金                

１ 資本準備金     21,206   ―    21,206  

２ その他資本 
剰余金 

    0 ―   0 

資本剰余金合計     21,206 19.5  ― ―   21,206 18.4

Ⅲ 利益剰余金                

１ 利益準備金     798   ―    798  

２ 任意積立金     38,968   ―    38,968  

３ 中間(当期)未処
分利益 

    1,996 ―   1,787 

利益剰余金合計     41,762 38.4  ― ―   41,553 36.0

Ⅳ 土地再評価差額金     △3,053 △2.8  ― ―   △3,053 △2.6

Ⅴ その他有価証券 
  評価差額金 

    106 0.1 ― ―   157 0.1

Ⅵ 自己株式     △295 △0.3  ― ―   △322 △0.3

資本合計     73,610 67.7  ― ―   73,425 63.6

負債資本合計     108,721 100.0  ― ―   115,429 100.0

            



  

  

    
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
(％) 

(純資産の部)                

Ⅰ 株主資本                

１ 資本金     ― ―  13,884 13.4   ― ―

２ 資本剰余金                

 (1) 資本準備金   ―    21,206   ―    

 (2) その他資本 
   剰余金 

  ―    0   ―    

資本剰余金合計     ― ―  21,206 20.4   ― ―

３ 利益剰余金                

 (1) 利益準備金   ―    798   ―    

 (2) その他利益 
   剰余金 

               

 別途積立金   ―    38,968   ―    

 繰越利益 
 剰余金 

  ―    △2,498   ―    

利益剰余金合計     ― ―  37,267 35.9   ― ―

４ 自己株式     ― ―  △343 △0.3   ― ―

株主資本合計     ― ―  72,014 69.4   ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等                

１ その他有価証券 
  評価差額金 

    ― ―  △78 △0.1   ― ―

２ 土地再評価 
  差額金 

    ― ―  △3,053 △2.9   ― ―

評価・換算差額 
等合計 

    ― ―  △3,132 △3.0   ― ―

純資産合計     ― ―  68,882 66.4   ― ―

負債純資産合計     ― ―  103,678 100.0   ― ―

            



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     43,522 100.0  43,780 100.0   95,441 100.0

Ⅱ 売上原価 ※1   32,293 74.2  33,456 76.4   72,001 75.4

売上総利益     11,229 25.8  10,324 23.6   23,439 24.6

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費 

※1   11,198 25.7 11,313 25.9   22,312 23.4

営業利益又は営 
業損失(△) 

    31 0.1  △989 △2.3   1,126 1.2

Ⅳ 営業外収益                

１ 受取利息   18    42   36    

２ 受取配当金   2,235    1,529   2,236    

３ 雑収益   107 2,361 5.4 45 1,616 3.7 140 2,414 2.5

Ⅴ 営業外費用                

１ 支払利息   3    4   7    

２ たな卸資産 
  処分損 

  323   274 672   

３ 為替差損   21    25   ―    

４ 発注解約損失   ―    82   ―    

５ 雑損失   127 475 1.1 197 583 1.3 310 990 1.0

経常利益     1,917 4.4  44 0.1   2,550 2.7

Ⅵ 特別利益                

投資有価証券売 
却益 

  ― ― ― 208 208 0.5 ― ― ―

Ⅶ 特別損失                

１ 固定資産売却損 ※2 306    ―   306    

２ 固定資産減損損 
  失 

※3 36    ―   36    

３ たな卸資産評価 
  損 

※4 ―   1,078 ―   

４ 関係会社株式評 
  価損 

※5 ―   614 ―   

５ 貸倒引当金繰入 
  額 

※5 ―   225 ―   

６ 投資有価証券評 
  価損 

  ― 342 0.8 125 2,043 4.7 ― 342 0.4

税引前中間(当
期)純利益又は
税引前中間純損
失(△) 

    1,574 3.6 △1,791 △4.1   2,208 2.3

法人税、住民税 
及び事業税 

  41   △3   82 

還付法人税等   △120    ―     △120  

法人税等調整額   △268 △347 △0.8 2,203 2,200 5.0   238 0.2

中間(当期)純利
益又は中間純損
失(△) 

    1,921 4.4 △3,991 △9.1   2,007 2.1

前期繰越利益     1,346   ―    1,346  

合併引継未処分
利益 

    483 ―   483 

土地再評価 
差額金取崩額 

    △1,755 ―   △1,755 

中間配当額     ―   ―    294  

中間(当期)未処
分利益 

    1,996 ―   1,787 

            



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) 13,884 21,206 0 21,206 

中間会計期間中の変動額         

 剰余金の配当         

 中間純損失         

 自己株式の取得         

 自己株式の処分     △0 △0 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)         

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) ― ― △0 △0 

平成18年９月30日残高(百万円) 13,884 21,206 0 21,206 

  

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 繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 798 38,968 1,787 41,553 △322 76,321 

中間会計期間中の変動額             

 剰余金の配当     △294 △294   △294 

 中間純損失     △3,991 △3,991   △3,991 

 自己株式の取得         △23 △23 

 自己株式の処分         2 2 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)             

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) ― ― △4,285 △4,285 △21 △4,307 

平成18年９月30日残高(百万円) 798 38,968 △2,498 37,267 △343 72,014 

  

評価・換算差額等 

純資産合計 その他 
有価証券 
評価差額金 

土地再評価
差額金 

評価・換算
差額等合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 157 △3,053 △2,896 73,425 

中間会計期間中の変動額         

 剰余金の配当       △294 

 中間純損失       △3,991 

 自己株式の取得       △23 

 自己株式の処分       2 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) △236   △236 △236 

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) △236 ― △236 △4,543 

平成18年９月30日残高(百万円) △78 △3,053 △3,132 68,882 



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 

  ① 子会社及び関連会社株式 

    移動平均法に基づく原価法 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

  ① 子会社及び関連会社株式 

    同左 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

  ① 子会社及び関連会社株式 

    同左 

  ② 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) 

  ② 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) 

  ② その他有価証券 

    時価のあるもの 

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) 

    時価のないもの 

移動平均法に基づく原価

法 

    時価のないもの 

     同左 

    時価のないもの 

     同左 

 (2) デリバティブ 

時価法 

 (2) デリバティブ 

同左 

 (2) デリバティブ 

同左 

 (3) たな卸資産 

  ① 商品 

    個別法または移動平均法に

基づく低価法 

 (3) たな卸資産 

  ① 商品 

    同左 

 (3) たな卸資産 

  ① 商品 

    同左 

  ② 製品 

    個別法または移動平均法に

基づく低価法 

  ② 製品 

    同左 

  ② 製品 

    同左 

  ③ 材料 

    移動平均法に基づく低価法 

  ③ 材料 

    同左 

  ③ 材料 

    同左 

  ④ 仕掛品 

    個別法または移動平均法に

基づく低価法 

  ④ 仕掛品 

    同左 

  ④ 仕掛品 

    同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

   定率法 

   平成10年４月１日以降に取得

した建物(建物附属設備は除く)

については定額法によっており

ます。 

   なお、主な耐用年数は次の通

りであります。 

   建物      ３～50年 

   工具器具備品  ２～20年 

   機械装置    ２～17年 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

   同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

   同左 



  

  

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) 

 (2) 無形固定資産 

  ① 市場販売目的のソフトウ

ェア 

    見込販売数量に基づく償

却額または、見込有効期

間(３年)に基づく均等配

分額のいずれか大きい額

を償却額とする方法 

 (2) 無形固定資産 

  ① 市場販売目的のソフトウ

ェア 

    同左 

(2) 無形固定資産 

  ① 市場販売目的のソフトウ

ェア 

    同左 

  ② 自社利用のソフトウェア 

    社内における利用可能期

間(５年)に基づく定額法 

  ② 自社利用のソフトウェア 

    同左 

  ② 自社利用のソフトウェア 

    同左 

  ③ その他 

    定額法 

  ③ その他 

    同左 

  ③ その他 

    同左 

 (3) 長期前払費用 

   均等償却 

 (3) 長期前払費用 

   同左 

 (3) 長期前払費用 

   同左 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる損失に備

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 

   同左 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

   同左 

 (2) 製品保証等引当金 

   商品及び製品のアフターサー

ビスの費用支出に備えるため、

保証期間内のサービス費の発生

見込額を、過去の実績を基礎と

して計上しております。 

 (2) 製品保証等引当金 

   同左 

 (2) 製品保証等引当金 

   同左 

 (3) 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。 

 (3) 退職給付引当金 

   同左 

 (3) 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、発生時の従

業員の平均残存勤務期間(15年

～17年)による定額法により費

用処理することとしておりま

す。 

   同左    同左 



  

  

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) 

   数理計算上の差異は、発生時

の従業員の平均残存勤務期間

(15年～17年)による定額法によ

り、翌期から費用処理すること

としております。 

   同左    同左 

  

  

  

 (4) 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく中間期

末必要額を計上しております。 

 (4) 役員退職慰労引当金 

   同左 

 (4) 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく期末必

要額を計上しております。 

４ 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

つきましては、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。 

４ リース取引の処理方法 

  同左 

４ リース取引の処理方法 

  同左 

５ 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 

 (1) 消費税等の会計処理 

    消費税及び地方消費税の

会計処理については、税抜

方式によっております。 

５ 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 

 (1) 消費税等の会計処理 

   同左 

５ その他財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 

 (1) 消費税等の会計処理 

    同左 



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) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14

年8月9日））及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第6号 平成15年

10月31日）を適用しております。こ

れにより、税引前中間純利益は36百

万円減少しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

基づき各資産の金額から直接控除し

ております。 

───── 

  

───── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（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。 

これまでの資本の部の合計に相当

する金額は68,882百万円でありま

す。 

なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部につい

ては、中間財務諸表等規則の改正

に伴い、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度より、固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年8

月9日））及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第6号 平成15年10

月31日）を適用しております。これ

により、税引前当期純利益は36百万

円減少しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の財務諸表等規則に基づ

き各資産の金額から直接控除してお

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) 

前中間会計期間において投資その他の資産の「そ

の他」に含めておりました「繰延税金資産」は資産

総額の百分の五を超えたため、当中間会計期間から

区分掲記することにいたしました。 

なお、前中間会計期間の投資その他の資産の「そ

の他」に含まれている「繰延税金資産」は、3,991百

万円であります。 

─────────── 

  

  

  

  

  



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 

22,478百万円 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

22,996百万円 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

22,916百万円 

───── ※２ 中間会計期間末日満期手形 

   当中間会計期間末日は金融期

間の休日でしたが、満期日に決

済が行われたものとして処理し

ております。その内容は次の通

りであります。 

受取手形 320百万円

支払手形 4 

───── 

※３ 消費税等の取扱い 

   仮払消費税等と仮受消費税等

は相殺の上、流動資産のその他

に含めて表示しております。 

※３ 消費税等の取扱い 

   同左 

───── 

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 減価償却実施額 

  

有形固定資産 590百万円

無形固定資産 392 

※１ 減価償却実施額 

  

有形固定資産 596百万円

無形固定資産 565 

※１ 減価償却実施額 

  

有形固定資産 1,353百万円

無形固定資産 865 

※２ 固定資産売却損の内訳は 

  次の通りであります。 

  

※３ 減損損失 

当中間会計期間において、

当社は以下の資産について減

損損失を計上いたしました。

当社は、事業の種類別セグ

メントの区分を考慮して資産

グループを決定しておりま

す。 

     遊休不動産については、 

将来の使用が見込まれていな

いため回収可能価額まで減額

し、当該減損額を減損損失

（36百万円）として特別損失

に計上しております。 

建物、構築物他 221百万円 

土地 84 

合計 306 

場所 三重県鳥羽市 

用途 遊休不動産 

種類 土地 

金額 36百万円 

───── 

  

  

  

  

  

───── 

  

  

※２ 固定資産売却損の内訳は 

  次の通りであります。 

  

※３ 減損損失 

当事業年度において、当社

は以下の資産について減損損

失を計上いたしました。  

当社は、事業の種類別セグ

メントの区分を考慮して資産

グループを決定しておりま

す。 

     遊休不動産については、 

将来の使用が見込まれていな

いため回収可能価額まで減額

し、当該減損額を減損損失

（36百万円）として特別損失

に計上しております。 

建物、構築物他 221百万円

土地 84 

合計 306 

場所 三重県鳥羽市 

用途 遊休不動産 

種類 土地 

金額 36百万円 



  

  

 (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） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  
  （注）1. 普通株式の増加 18,100株は、単元未満株式の買取によるものであります。 

     2. 普通株式の減少 2,000株は、単元未満株式の株主からの買取請求によるものであります。 

  

 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) 

    なお、当該資産の回収可能

価額は、正味売却価額により

測定しており、価格指標は不

動産鑑定評価額を使用してお

ります。 

      なお、当該資産の回収可能

価額は、正味売却価額により

測定しており、価格指標は不

動産鑑定評価額を使用してお

ります。 

───── ※４ たな卸資産評価損の内容

は、製品戦略の見直し、生産

構造の改革等により、保守用

品、従来製品の仕掛品等につ

いて総点検を行い、過剰と思

われる資産を評価減したもの

であります。 

───── 

───── ※５ 関係会社であるアイソル テ

クノロジー インクの株式を評

価減するとともに、同社に対

する貸付金について貸倒引当

金を計上したものでありま

す。 

───── 

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） 237,477 18,100 2,000 253,577 



(リース取引関係) 

  

  

(有価証券関係) 

前中間会計期間、当中間会計期間、前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のある

ものはありません。 

  

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  

前中間会計期間 
(自 平成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 

(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)

車両 
運搬具 58 32 25

工具器具 
備品 1,663 829 833

合計 1,721 862 859

 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 

(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)

車両 
運搬具 36 25 11

工具器具 
備品 1,534 869 665

合計 1,571 894 676

 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 

(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)

車両
運搬具 52 32 19

工具器具
備品 1,601 882 719

合計 1,653 914 738

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 382百万円

１年超 486 

合計 869 

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 308百万円

１年超 375 

合計 684 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

  

１年内 357百万円

１年超 390 

合計 748 

(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 217百万円

減価償却費 
相当額 

210 

支払利息相当額 7 

(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 199百万円

減価償却費
相当額 

193

支払利息相当額 5 

(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 427百万円

減価償却費
相当額 

414 

支払利息相当額 13 

(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 

  同左 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

  同左 

(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 

  同左 

(5) 利息相当額の算定方法 

  同左 



(2) 【その他】 

第91期(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)の中間配当については、平成18年10月25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された株主に対し次の通り中間配当を行なう

ことを決議いたしました。 

   中間配当金の総額                  176,788,904円 

   １株当たり中間配当金                 4円50銭 

   支払請求権の効力発生日及び支払開始日    平成18年11月30日 

  



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90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 

  

  



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。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成17年12月22日

株式会社日立メディコ 

執行役社長 稲 員 裕 三 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」に掲げられている株式会

社日立メディコの平成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、株式会社日立メディコ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  青  栁  好  一  ㊞ 

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、その原本は半期報告書提出会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21日

株式会社日立メディコ 

執行役社長 稲 員 裕 三 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」に掲げられている株式会

社日立メディコの平成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、株式会社日立メディコ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。 

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  青  栁  好  一  ㊞ 

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、その原本は半期報告書提出会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22日

株式会社日立メディコ 

執行役社長 稲 員 裕 三 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」に掲げられている株式会

社日立メディコの平成17年4月1日から平成18年3月31日までの第90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、株式会社日立メディコの平成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  青  栁  好  一  ㊞ 

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、その原本は半期報告書提出会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21日

株式会社日立メディコ 

執行役社長 稲 員 裕 三 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」に掲げられている株式会

社日立メディコの平成18年4月1日から平成19年3月31日までの第91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、株式会社日立メディコの平成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  青  栁  好  一  ㊞ 

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、その原本は半期報告書提出会社が別途保管してお

ります。 
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