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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

　

回次 第88期 第89期 第90期 第91期 第92期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高 (百万円) 122,699119,282 122,436 118,342 110,386

経常利益 (百万円) 7,289 6,907 4,308 2,429 2,413

当期純利益
又は当期純損失(△)

(百万円) 3,060 2,009 1,296 △11,344 △1,089

純資産額 (百万円) 73,278 75,920 77,179 67,396 65,165

総資産額 (百万円) 120,209126,812 131,874 114,219 111,364

１株当たり純資産額 (円) 1,860.211,929.941,963.731,671.361,622.64

１株当たり当期純利益　
又は当期純損失(△)

(円) 77.42 51.06 32.96 △288.77 △27.77

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 61.0 59.9 58.5 57.5 57.2

自己資本利益率 (％) 4.2 2.7 1.7 △15.9 △1.7

株価収益率 (倍) 18.3 29.5 43.1 ― ―

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 4,482 7,865 3,464 1,983 3,487

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △2,735 △2,293 △2,569 △7,069 △3,984

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,449 △1,122 △1,031 △1,778 △1,514

現金及び現金同等物
の期末残高

(百万円) 25,252 29,831 29,960 23,326 21,213

従業員数 (名) 3,346 3,426 3,511 3,625 3,604

(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19年３月期から「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。

　

EDINET提出書類

株式会社日立メディコ(E02314)

有価証券報告書

 2/99



(2) 提出会社の経営指標等

　

回次 第88期 第89期 第90期 第91期 第92期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高 (百万円) 95,929 95,051 95,441 89,689 84,384

経常利益
又は経常損失(△)

(百万円) 3,095 3,597 2,550 △734 463

当期純利益
又は当期純損失(△)

(百万円) 2,107 1,492 2,007 △12,301 △860

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

発行済株式総数 (株) 39,540,00039,540,00039,540,00039,540,00039,540,000

純資産額 (百万円) 68,181 70,201 73,425 60,725 59,536

総資産額 (百万円) 104,233 109,673 115,429 97,259 97,542

１株当たり純資産額 (円) 1,731.061,784.561,868.221,546.441,517.12

１株当たり配当額
(内１株当たり
中間配当額)

(円)

(円)

15.00

(7.50)

15.00

(7.50)

15.00

(7.50)

9.00

(4.50)

9.00

(4.50)

１株当たり当期純利益　
又は当期純損失(△)

(円) 53.48 37.92 51.05 △313.15 △21.93

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 65.4 64.0 63.6 62.4 61.0

自己資本利益率 (％) 3.1 2.2 2.8 △18.3 △1.4

株価収益率 (倍) 26.5 39.8 27.8 ― ―

配当性向 (％) 28.0 39.6 29.4 ― ―

従業員数 (名) 2,204 2,241 2,350 2,335 2,329

(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19年３月期から「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。
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２ 【沿革】

　

年月 経歴

昭和24年５月 当社前身東日本繊維機械株式会社設立

紡織機械並びに電気機械の販売を開始

資本金　　　　5,000千円

昭和27年２月 東日実業株式会社と商号変更

昭和28年５月 医療機器の販売を開始

昭和28年11月 医療機器の販売を専業とする

昭和29年１月 日立レントゲン株式会社に商号変更

昭和30年７月 日立レントゲン販売株式会社に商号変更

昭和44年８月 株式会社大阪レントゲン製作所と合併

大阪府大阪市に大阪工場を開設

日立レントゲン株式会社と商号変更

昭和44年10月 株式会社日立製作所の医療機器部門の営業を譲受け、総合医療機器メーカーとなる

東京都に亀戸工場を開設

昭和45年10月 千葉県柏市に新工場(現在　柏事業場)完成、亀戸工場が移転

千葉県柏市に日光医療機株式会社(現在　株式会社日立メディコテクノロジー)を設立(平成17年４

月に当社と合併)

昭和48年４月 株式会社日立メディコと商号変更

昭和54年９月 千葉県柏市に技術研究所を開設(平成19年４月に柏事業場の各システム本部に編入)

昭和59年３月 株式会社日立製作所のＸ線管部門の営業を譲受け、Ｘ線管の製造開始

平成元年４月 米国にヒタチ　メディカル　システムズ　アメリカ　インクを設立(現・連結子会社)

平成３年11月 東京証券取引所市場第二部に上場

平成４年12月 株式会社日立製作所の超電導ＭＲイメージング装置部門の営業を譲受け、永久磁石ＭＲイメージ

ング装置に加え超電導ＭＲイメージング装置の製造開始

平成６年９月 シンガポールにヒタチ　メディカル　システムズ　シンガポール　プライベイト　リミテッドを設立

(現・連結子会社)

平成７年11月 米国のアドバンスト　テクノロジー　ラボラトリーズ　インクと診断用超音波装置の販売に関する

業務提携締結

平成８年１月 スイスにエコスキャン　ウルトラサウンド　ホールディング　アーゲーを設立(現在　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　　現・連結子会社)

平成８年９月 東京証券取引所市場第一部に上場

平成11年３月 株式会社日立製作所の子会社日立メディカルコンピュータシステム株式会社を当社子会社に編入

(三重県津市)(現在 日立メディカルコンピュータ株式会社　平成12年12月に株式会社日立メディ

カルインフォメーションと合併)

平成11年11月 沖電気工業株式会社の子会社沖メディカル・システムズを当社子会社に編入(東京都品川区)(株

式会社日立メディカルインフォメーションに商号変更後、平成12年12月に日立メディカルコン

ピュータ株式会社と合併)

平成12年12月

 

子会社日立メディカルコンピュータ株式会社と子会社株式会社日立メディカルインフォメーショ

ンが合併(社名　日立メディカルコンピュータ株式会社　　現・連結子会社)

平成14年１月 茨城県潮来市に株式会社日立メディコエコシステムズを設立(平成17年２月に清算)

平成14年３月 中国蘇州市に日立医療系統(蘇州)有限公司を設立(現・連結子会社)

平成14年11月 中国北京市に日立医療系統技術服務(北京)有限公司を設立(平成18年10月に日立医療器械(北京)

有限公司と名称変更　　現・連結子会社)

平成15年３月

平成17年４月

米国にパフォーマンス　コントロールズ　インクを設立(現・連結子会社)

韓国のアイソル　テクノロジー　インクを当社子会社に編入(平成19年３月に全株式を売却)

平成18年４月 中国広州市に日立医療(広州)有限公司を合弁で設立
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３ 【事業の内容】

当社グループは、当社及び連結子会社18社と関連会社１社で構成されており、医療機器及び医療情報シス

テムの開発、製造、販売及び据付、保守サービス等の事業活動を行なっております。

当社及び連結子会社の当該事業に係わる位置付けは、次の通りであります。

なお、次の２事業は「第５ 経理の状況 １ (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げる事業の種類別セグメン

ト情報の区分と同一であります。

　

事業の内容 主要製品 子会社の位置付け 子会社数

医療機器事業

ＭＲイメージング装置 〔製造、販売〕

　パフォーマンス コントロールズ インク

　日立医療系統(蘇州)有限公司

〔販売、保守サービス〕

　ヒタチ　メディカル　システムズ　アメリカ　インク

及びその子会社１社

　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　アーゲー及びその子会社８社、

　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

日立医療器械(北京)有限公司

日立医療(広州)有限公司

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

　16社

医療情報
システム事業

医用画像管理システム 〔製造、販売、保守サービス〕

日立メディカルコンピュータ(株)

(株)日本ボス研究所
病院情報システム

総合健診システム

医療事務システム ２社

上記のほか、親会社の(株)日立製作所の子会社である日立キャピタル(株)とファクタリング取引等を

行っております。
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以上述べた事項を事業系統図によって示すと、次の通りであります。

　

　

(事業系統図)
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４ 【関係会社の状況】

　

名称 住所
資本金

又は出資金

主要な事業

の内容

議決権の所有

(被所有)割合
関係内容

所有割合

(％)

被所有

割合(％)

(親会社)

㈱日立製作所(注)３,４ 東京都千代田区
282,033

百万円
総合電機 ―

63.2

(0.5)

当社販売製品の一部を製造し

ている。

 

(連結子会社)

パフォーマンス

コントロールズ　インク

アメリカ

ペンシルベニア州

3,800

千米ドル
医療機器 100 ―

当社医療機器の一部の製造を

行なっている。

役員の兼任１名

日立医療系統(蘇州)

有限公司
中国蘇州市

41,385

千人民元
医療機器 100 ―

当社の一部の医療機器の製造

とこれの中国地域での販売を

行っている。

役員の兼任４名

ヒタチ　メディカル

システムズ　アメリカ

インク(注)２,５

アメリカ

オハイオ州

900

千米ドル
医療機器 75 ―

北米地域における当社の医療

機器の販売・サービスを行

なっている。

役員の兼任５名

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

スイス

ツーク市

1,673

千ユーロ
医療機器 100 ―

欧州地域における当社の医療

機器の販売・サービスを行

なっている。なお、当社より資

金の貸付を行なっている。

役員の兼任４名

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

シンガポール

600

千シンガポール

　ドル

医療機器 100 ―

東南アジア地域における当社

の医療機器の販売・サービス

を行なっている。

役員の兼任１名

日立医療器械(北京)

有限公司
中国北京市

29,385

千人民元
医療機器 100 ―

中国地域における当社の医療

機器の販売・サービスを行

なっている。

役員の兼任４名

日立医療(広州)有限公司 中国広州市
23,830

千人民元
医療機器 60 ―

中国地域における当社の医療

機器の販売・サービスを行

なっている。

役員の兼任２名

日立メディカル

コンピュータ㈱
東京都品川区

325

百万円

医療情報シス

テム
100 ―

当社グループの一部の医療情

報システムの販売・サービス

を行なっている。なお、当社よ

り資金の貸付を行なってい

る。

役員の兼任２名

その他　　　　　　　10社 ― ― ― ― ― ―

(持分法適用関連会社)

　　　　　　　１社 ― ― ― ― ― ―

(注) １　連結子会社の主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

２　特定子会社であります。

３　有価証券届出書または有価証券報告書を提出している会社は親会社の㈱日立製作所であります。

４　議決権の所有割合の(　)内は、間接所有割合で、内数であります。

５　売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10％を超えておりますが、所在地別

セグメント(北米)の売上高に占める当該連結子会社の売上高の割合が90％を超えているため、主要な損益情

報の記載を省略しております。
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５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成20年３月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

医療機器 3,165

医療情報システム 439

合計 3,604

(注)　従業員数は、就業人員であります。

　

(2) 提出会社の状況

平成20年３月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

2,329 40.5 17.8 664.9

(注) １　従業員数は、就業人員であります。

２　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

　

(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1,685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。

　

EDINET提出書類

株式会社日立メディコ(E02314)

有価証券報告書

 8/99



第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当連結会計年度の画像診断システム市場は、国内において前期と比べ縮小し、米国市場においても、赤字

削減法(Deficit Reduction Act:DRA)の影響により、厳しい状況で推移いたしました。

このような状況のもと、当社グループは総合医療機器メーカーとして、当社グループをはじめ日立グ

ループ全体の技術力を活かした新製品の開発・製造を行い、グローバルな販売・サービス戦略のもと、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、売上高は、国内並びに米国での売上が減少し、前期比6.7％減の1,103億８千６百万円となりま

した。営業利益は固定費の削減などにより、前期比7.6％増の33億９百万円となりましたが、経常利益は為

替差損などにより、前期比0.7％減の24億１千３百万円となりました。

なお、当社グループは厳しい市場環境のもと、平成21年３月期の個別営業損益黒字化を達成するために

事業構造改革を推進しております。その一環として適正人員の実現と経営効率化を図るべく早期退職優遇

制度を実施し、早期退職割増金14億７千１百万円を特別損失に計上いたしました。また、減損損失等２億６

千６百万円についても特別損失に計上いたしました

この結果、当期純損失は、10億８千９百万円となりました。

　

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、国内では、永久磁石方式のAPERTO Inspire、AIRIS Eliteなどの販売が低調

で売上が減少しました。海外では、欧州で売上が増加しましたが、米国で高磁場機ECHELON Vegaが予想

を下回り、従来機種Altaireなどが減少したことにより売上が減少しました。この結果全体では前期を

下回りました。

Ｘ線ＣＴ装置は、国内では、平成19年７月より新型マルチスライスＣＴ装置ECLOS（16/8/4スライ

ス）の出荷を開始し下期は売上を伸ばしましたが、通期では前期並みとなりました。海外では、前期を

上回る売上で推移しました。この結果全体では前期を上回りました。

Ｘ線装置は、汎用Ｘ線装置POPULUSや乳房Ｘ線装置などの売上が低調でした。この結果全体では前期を

下回りました。

デジタル診断用超音波装置は、特に欧州地域の伸長により、国内外とも売上高は前期を上回りました。

診断用超音波装置については、国内では、新製品を中心に売上を伸ばしました。海外では、特に欧州を

中心に売上を伸ばしました。この結果全体では前期を上回りました。

また、国内では、他社製品販売やサービスの売上が前期を下回りました。

この結果、当事業セグメントの売上高は、前期比7.8％減の998億２千３百万円となりました。営業利益

は、固定費の削減等により、前期比40.7％増の34億６千１百万円となりました。

　

②医療情報システム事業

国内連結子会社の日立メディカルコンピュータ(株)において、前期は医療費改定により医事会計シ

ステムの売上が増加しましたが、当期はこの要因がなく、売上が減少いたしました。一方、当社の病院情

報システムと健診システムは売上を伸ばしました。
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この結果、当事業セグメントの売上高は、前期比4.7%増の105億６千３百万円となりましたが、日立メ

ディカルコンピュータ(株)の医事会計システムの売上減少の影響が大きく、営業損失は、３億７千４百

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

国内向け売上は前期を下回りました。診断用超音波装置は売上を伸ばしましたが、他社製品販売が大

きく減少し、ＭＲイメージング装置、Ｘ線装置、サービスなども売上が減少しました。

輸出向け売上は、Ｘ線ＣＴ装置の売上は伸びましたが、ＭＲイメージング装置の米国向けが前期を下

回りました。

売上高は前期比6.1％減の901億４千３百万円、営業損失は５億４千４百万円となりました。

　

②北米

超音波診断装置とＸ線ＣＴ装置の売上は前期並みでしたが、ＭＲイメージング装置の中磁場機

Altaireなどが大きく減少したことにより、全体では前期に比べ売上が大きく減少しました。

当所在地別セグメントの売上高は前期比26.0％減の173億７千万円、営業利益は21.2％減の30億２百

万円となりました。

　

③欧州

欧州は、ＭＲイメ－ジング装置と診断用超音波装置の新製品HI VISION900、中級機Apron EUB-7000HV

などの売上が貢献し、全体で売上を伸ばしました。

当所在地別セグメントの売上高は前期比20.7％増の147億３千２百万円、営業利益は大幅に改善し、

５億３千４百万円となりました。

　

④その他

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。

その結果、当所在地別セグメントの売上高は前期比29.3％増の73億４千９百万円になりましたが、営業

損益は、アジアでの販売拡大に伴い大幅に改善し、９千４百万円となりました。
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(2) キャッシュ・フローの状況

連結ベースの現金及び現金同等物の期末残高は、営業活動によるキャッシュ・フローの増加及び、投資

活動と財務活動によるキャッシュ・フローの減少により、前期末に比べて21億１千３百万円減少し、212億

１千３百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動による資金の増加は、34億８千７百万円と前期に比べ15億４百万円の増加となりました。こ

れは、税金等調整前当期純利益６億７千４百万円、減価償却費34億３千２百万円、早期退職割増金12億４

千万円の未払金計上による資金の増加、たな卸資産の増加17億１千万円などによる資金の減少などによ

るものであります。

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動による資金の減少は、39億８千４百万円と前期に比べ30億８千４百万円の増加となりまし

た。これは、有価証券の売却等による収入31億２百万円、有形・無形固定資産の取得54億４千５百万円な

ど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）

財務活動による資金の減少は15億１千４百万円と前期に比べ２億６千３百万円の増加となりました。

これは配当金の支払等によるものであります。
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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

当連結会計年度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。

　

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 89,055 △8.8

(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

当連結会計年度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。

　

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 27 △85.7

医療情報システム 5,239 23.3

合計 5,266 18.7

(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

当連結会計年度における受注状況は、次の通りであります。

　

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％)

医療機器 103,201 3.0

医療情報システム 10,803 2.1

合計 114,004 2.9

(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

当連結会計年度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。

　

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 99,823 △7.8

医療情報システム 10,563 4.7

合計 110,386 △6.7

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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３ 【対処すべき課題】

(1)当面の対処すべき課題の内容と対処方針

当社グループの属する画像診断システム市場を取り巻く環境は、医療費抑制策や激しいグローバル競争

により、ますます厳しさを増しております。

急速な高齢化や高度医療技術の発展による医療費高騰が、解決すべき社会全体の課題の一つとなる中

で、医療技術の高度化により、人の命を救い、ＱＯＬ(Quality　of  Life)の充実と、可能な限りコストを低

減しながらより良い医療を提供していくことが、強く求められております。

このような社会の要請に応えるため、以下の点を重点に進めてまいります。

①日立グループ技術力を活用した製品開発力の強化

自社開発力の強化に加え、日立グループが持つ技術力を全面的に活用してまいります。

また、広範囲な画像診断機器の開発力の強化のために他社との技術提携、共同開発も視野に入れて展

開してまいります。

②グロ－バルな販売体制の強化

当社グループは、北米、欧州、アジアに地域販売会社を持っていますが、販売代理店の強化を図り、ＭＲ

イメージング装置、Ｘ線ＣＴ装置、診断用超音波装置、Ｘ線装置などのマルチモダリティ販売体制を充実

してまいります。

なお、当社においては、引き続き「基本と正道」に則りコンプライアンス遵守経営の徹底に全社一丸と

なって取り組んでまいります。

（2）株式会社の支配に関する基本方針

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

日々評価されることを通じてより緊張感のある経営を実践することが、当社の企業価値増大のためにき

わめて重要であると認識しております。

一方、当社の株主構成については、(株)日立製作所が親会社であり、同社との資本関係を前提に、同社及

び同社グループ各社が有する研究開発力やブランドその他の経営資源を当社としても積極的に活用する

こととしております。

当社としては親会社のみならず、広く株主全般に適用される価値の最大化を重要な経営目標と位置付

けており、かかる観点から、ガバナンス体制の構築及び経営計画の策定に取り組むこととしております。

　

４ 【事業等のリスク】

(１)為替レート

当社グループの海外売上高比率は前連結会計年度38.0％、当連結会計年度39.2％と高い比率であり、当

社の経営成績は為替変動の影響を受けております。特に北米と欧州地域での当連結会計年度の売上高に

占める割合がそれぞれ15.4％、15.5％と高く、米ドルとユーロに対する為替変動が当社グループの経営成

績に影響を及ぼす可能性があります。この影響を排除するため為替予約によるリスクヘッジを行なって

おりますが、このリスクを完全に回避できる保証はなく、為替変動が当社の経営成績に影響を及ぼす可能

性があります。

　

(２)法的規制

当社グループの製品は、医療機器として国内の薬事法、米国でのFDA(米国食品医薬局)規制など各国で

法的な規制を受けており、国内外でのこれらに準じる規制の予測できない改正等により当社製品の売上

に影響がある可能性があります。
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(３)主要製品の販売地域

　　当社グループの主要製品のうち、ＭＲイメージング装置の海外における主要な販売地域は北米地域、ま

た、診断用超音波装置の海外における主要な販売地域は欧州地域であります。

　このような主要な製品の一定の販売地域への集中は、当該地域における急激な経済情勢、法的規制等の変

化により、当社グループの業績へ影響を及ぼす可能性があります。

　

(４)製造物責任賠償

　　当社グループの主な製品は医療に貢献する画像診断用機器であり、これによる診断画像の取得のため、人

体に近接し機能する機器であります。設計・製造・据付・保守の全ての過程で厳格な品質管理を徹底し

ており、製造物に起因する事故の防止には万全の対策を行なっております。

　　しかし、将来においてこの事故が起こる可能性が皆無とは言えず、製造物責任賠償保険に加入しそのリス

クの回避に努めておりますが、当該事故に対する補償額を当保険でカバーできない場合には、当社グルー

プの業績へ影響を及ぼす可能性があります。
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５ 【経営上の重要な契約等】

(1) 技術受入契約

　

契約会社名 相手方の名称 国名 契約品目 契約の内容 契約期間

株式会社

日立メディコ

(当社)

メイヨー
ファンデーション

米国 MRI装置
工業所有権(商標権を

除く)の実施権の設定

自　平成15年５月23日

至　特許消滅日

ブラッター アンド
パーカー リミテッド
ライアビリティー
カンパニー

米国 MRI装置
工業所有権(商標権を

除く)の実施権の設定

自　平成11年１月25日

至　特許消滅日

マーチン プリンス 米国 MRI装置
工業所有権(商標権を

除く)の実施権の設定

自　平成18年4月11日

至　特許消滅日

　

(2) 相互技術援助契約

　

契約会社名 相手方の名称 国名 契約品目 契約の内容 契約期間

株式会社

日立メディコ

(当社)

ブルーカーメディカル
ゲーエムベーハー

ドイツ MRI装置

工業所有権(商標権を

除く)の相互実施権の

設定

自　平成12年12月13日

至　特許消滅日

アロカ株式会社 日本
超音波診断

装置

単独所有の全世界特

許の相互実施権の設

定

自　平成18年4月28日

至　平成21年3月31日

　

　

６ 【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、医用画像処理

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

平成20年４月には日立製作所の研究開発部門との一体運営による医療システム開発センタを発足させ、

当社事業分野の基盤技術及びコア技術の研究、関連新技術の導入、新製品分野の機能試作などを推進する

とともに事業に直結した新製品の早期開発に努めてまいります。

当連結会計年度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す。なお、当連結会計

年度の研究開発費は、連結売上高の5.6％にあたる6,173百万円となっております。

　

(1) 医療機器事業

当連結会計年度の研究開発費は、6,098百万円であります。

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、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。

平成19年４月、１６、８、４スライスを選択可能な新型マルチスライスＣＴ装置ECLOSをITEM2007（国

際医用画像総合展）へ出展し、販売を開始いたしました。本装置は、お客様の要望に合わせて、スライス

数だけでなくＸ線管球の容量や患者テーブルの構成を自由に選んで頂ける新しいコンセプトの装置と

して、国内外の一般病院はもとより、健診／救命救急施設、イメージンセンター、さらには大病院、大学等
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の幅広い市場への展開を図ってまいります。

今後は、ECLOSの製品競争力を強化するために低被曝技術の更なる改良、各種アプリケーションソフト

の充実など、一層の高機能化・高性能化を進めながら、更に上位クラスの装置開発を行い、ラインナップ

の拡充を進めてまいります。

　

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、市場セグメントトップの製品

として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 Inspire、0.3T AIRIS Elite、

0.2T AIRIS mateとラインナップも充実し、高い信頼性と安定性で国内、海外で堅調にシェア確保してお

ります。特にAPERTO Inspireは最高レベルのオープン性と設置性・経済性を兼ね備え、各種高機能を搭

載した中磁場レンジ最高画質の装置として、0.5T超電導装置からの更新需要にも応えております。

また、超電導方式MRイメージング装置におきましても、1.5TのECHELON/ECHELON Vegaを一昨年発売い

たしました。高磁場ＭＲアプリケーションの開発力強化と先端大学との共同研究により各機能の充実を

実現し、臨床機として初の“実用的”MRスペクトロスコピー機能等を搭載しております。また、日立グ

ループの技術を結集して開発した静磁場強度1.2Tの垂直磁場方式高磁場オープンMRI装置　OASIS が米

国でFDA認可を受け、昨年11月のRSNA(北米放射線学会)でデビューし、米国をはじめとする各地域の高磁

場オープンＭＲセグメントへ展開する予定です。

　

③ デジタルＸ線装置の高機能・高性能化

Ｘ線装置は、デジタル化の利便性や拡張性が認識され、従来のフィルム撮影法に代わって高精細ＴＶ

カメラやＸ線平面センサ（ＦＰＤ）を用いたデジタルＸ線装置が主流となってきております。 

　平成19年度当社では多目的検査に有効な広いワークスペースを持つ新しいコンセプトの新型透視撮影

装置CUREVISTAを発売いたしました。この装置では透視撮影システムに対する臨床ニーズを根本的に見

直し、またより高い安全性を実現するために新しい開発手法を用いて“オフセットオープンデザイン”

という新しいコンセプトを具現化いたしました。昨年４月のITEM2007でお客様から高評価を頂き、また

世間の評価といった点でも認められ、平成19年グッドデザイン賞やヨーロッパで権威あるデザイン賞の

iF product design award 2008を受賞いたしました。

一般撮影の分野では移動型回診車のデジタル対応としてＣＲ(Computed Radiography)読取機を搭載

した全く新しい発想のデジタル対応型回診車Sirius Ubiquitasを発売いたしました。こちらの装置も

ITEMで高い評価を頂戴し、グッドデザイン賞を受賞しております。

今後の展開としては、新型透視撮影装置CUREVISTAやデジタル対応型回診車Sirius Ubiquitas等の特

長ある製品を軸にして、今まで国内市場中心だった販売戦略を改めて、中国、韓国をはじめとするアジア

諸地域に拡販活動を施し、売り上げ拡大を図ってまいります。

　

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、液晶モニタを採用したエルゴノミクスデザインで使い勝手を大幅に向上し、最新の信号処

理技術であるHigh Definition THI技術（HdTHI）と高分解能な新型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、上級機EUB-7500の最新モデルを製品化いたしました。
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日立独自の技術である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）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、さらに肝臓、甲状腺、前立腺、

膵臓、筋肉、皮膚など多分野への応用を図るべく、国内外で臨床評価を進めております。

平成19年12月には世界各国より16件の臨床研究成果を寄稿いただき、雑誌Medix特集号

（Special Issue : Clinical Applications of HITACHI Real-time Tissue Elastography）として発

行いたしました。また、平成20年２月には、普及型装置であるApronEUB-7000HVにも搭載を実現し、全ての

日立メディコ製デジタル超音波診断装置でReal-time Tissue Elastography機能をご提供できるように

いたしました。

　

⑤ 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。

当社ではグレードの異なるETG-4000及びETG-7100の２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の対応も進めています。

　

(2) 医療情報システム事業

当連結会計年度の研究開発費は75百万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の機能強化

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の機能

強化を図りました。

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。

今年度は医事部分について必要な改修を中心に進め、パッケージとしての強化を継続しました。

② 医用画像管理システム「OPEN-PACS」シリーズの高機能化

ＣＴ装置の高機能化に伴い、大量に発生する画像を効率よく読影したいという放射線医のニーズか

ら、医用画像の読影環境の充実、特に読影医の使い勝手を追及した画像観察装置NV-1000とレポートシス

テムNatural Reportを機能強化いたしました。具体的には画像観察環境に音声認識のレポートシステム

を含有させ一体感を持った操作性を実現しました。結果として平成19年度のグットデザイン賞を受賞す

ることが出来、ユーザビリティーについての評価を得ることが出来ました。

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)機能について継続的にＩＨＥコネクタソンへ参加し技術力強化を図っています。こ

れにより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。

③ 放射線情報システム「OPEN-RIS」の機能強化
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電子カルテの普及に伴い、放射線部門との連携強化に欠かせない業務システムである「OPEN-RIS」の

機能強化を継続的に行いました。放射線部門の経営状況の可視化ツールや熟練した技師の技術を蓄積し

ノウハウを共有する「学習機能」など従来の放射線部門システムにない機能など、これからの部門シス

テムに必要とされる機能を実現しました。またユーザビリティーの工場に力を入れ、その結果として平

成19年度のグットデザイン賞を受賞しました。

④ 次世代型健診システム「ヘルゼアネオ」の機能強化

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」を昨年開発いたしましたが、このほど平成20年からのメタボリックシンド

ロームに対する特定健診義務化に対応して、保健指導の効率的、効果的なＩＴツールとして「生活習慣

病リスクシミュレーション」を業界で始めて開発し、機能強化を図るとともに、特定健診に対応した特

定健診向け機能を開発し搭載いたしました。

⑤　特定保健指導システム「ヘルゼア・ウィリング」の開発

平成20年４月から開始される特定保健指導に対して事務的な業務支援を主な目的とした機能を搭載

した新しい特定保健指導向け業務システムを開発いたしました。このシステムは健診システム「ヘルゼ

アネオ」「生活習慣病リスクシミュレーション」と連動しより効率的な運用を可能としています。

　

７ 【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき

作成されております。この連結財務諸表の作成にあたって、以下の重要な会計方針が当社の判断と見積り

に大きな影響を及ぼすと考えております。

①製品保証等引当金

当社グループでは製品のアフターサービスの費用支出に備えるため、過去の実績を基礎に製品保証

等引当金として費用を見積もり計上しております。当社グループでは徹底した品質保証プログラムを

実施しており妥当な見積額を計上しておりますが、アフターサービス費用の実際の発生額は、障害率

の低減等によりこの見積額を下回る可能性があります。

　

②棚卸資産

当社グループでは受注対応により製品を生産しておりますが、一部の製品については見込み生産を

行なっております。棚卸資産についての適正化を徹底しており、過剰な棚卸資産が発生した場合、適宣

これの調整及び処分を行なっており、また、低価法の適用等により棚卸資産評価の適正化を行なって

おります。

　

③投資有価証券の評価

当社グループでは、製品・開発アライアンスのための投資を必要に応じて行なっておりますが、こ

の投資額については、公正な評価を行ない、投資価値を適正に評価し、決算日において評価減の必要が

認められた場合には評価損を計上しております。

　

(2) 当連結会計年度の経営成績の分析

前述の第２「事業の状況」１「業績等の概要」に記載の通り、経営成績は売上高1,103億８千６百万円

(対前期比6.7％減)、営業利益33億９百万円(対前期比7.6％増)、経常利益24億１千３百万円(対前期比

0.7％減)となりました。

売上高については、国内・海外とも激しい販売競争の環境下、国内並びに米国での売上が減少し、対前
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期比6.7％減となりました。

営業利益は、固定費削減などにより、対前年比7.6％増となりましたが、経常利益については、為替差損

などにより、対前期比0.7％減となりました。

(3) 戦略的現状と見通し

次年度のわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した米国経済の減速と先進国における信用収

縮、円高ドル安基調及び原油高等資源価格の高騰など景気は下振れリスクを伴いながら当面先行き不透明

な状況で推移していくと思われます。

一方、世界経済は、BRICsを中心に引き続き高成長が期待できると思われます。

画像診断機器の国内市場では、大きな伸びは見込まれませんが、欧州周辺国・BRICs・VISTAを中心に売

上規模も堅調に推移すると思われます。

このような状況のなか、本年４月１日付をもって、浜松　潔が執行役社長に就任し、新執行体制のもと、収

益力の向上を目指し、業績再建ビジョンとして以下を掲げ取り組んでまいります。

＜業績再建ビジョン＞

① ボリュームゾーン顧客をターゲットとした特長ある製品を開発し販売増加を目指す。

② 品質向上・生産性向上等企業体質強化の一層の推進と固定費削減を実施し利益確保を目指す。

③ (株)日立製作所（研究開発本部他）と事業戦略を共有し、研究開発の効率化、強化を行う。

＜売上拡大と製品開発＞

　　以下の新製品の売上拡大と製品開発に取り組んでまいります。

[ＭＲイメージング装置]

高磁場機ECHELON Vegaの拡販強化を国内外で実施いたします。また、1.2テスラ高磁場オープンＭＲ

イメージング装置を米国市場に投入し拡販してまいります。

[Ｘ線ＣＴ装置]

新型マルチスライスＣＴ装置ECLOS（16/8/4スライス）の拡販をより一層強化いたします。また、市

場拡大が予想される上位機種開発を進めてまいります。

[Ｘ線装置]

従来のフラットパネル搭載の撮影装置に加え、広いワークスペースを実現した透視撮影装置

CUREVISTA、CR搭載移動型Ｘ線装置Sirius Ubiquitasの拡販に注力してまいります。

[診断用超音波装置]

組織の硬さをカラーで画像化するエラストグラフィ機能を軸に、新製品HI VISION 900、EUB-7500、

Apron EUB-7000HVを拡販してまいります。

[医療情報システム事業]

日立メディカルコンピュータ(株)、日立グループとの営業連携を一層すすめ、画像管理システム、ク

リニック向け電子カルテ、中小病院向け総合健診システムなどのソリューション提案型ビジネスの拡

大を図ってまいります。

また、特定健診・特定保健指導に対応した生活習慣病リスクシミュレーションを次世代型健診シス

テムとともに拡販してまいります。

[海外販売体制の強化]

中国市場に対しては、日立医療器械（北京）有限公司を中心に更なる拡販体制を構築し、ロシア・

東欧・アフリカなどに対しては、商社、代理店の活用により拡販体制を構築し、売上拡大を図ってまい

ります。

＜製品開発力の強化＞

製品開発力の抜本的強化を図るため、本年４月１日付で以下を実施いたしました。
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①(株)日立製作所（研究開発本部他）の協力のもと、当社内に「医療システム開発センタ」を設置

し、次世代高磁場ＭＲイメージング装置・次世代診断用超音波装置・次世代Ｘ線ＣＴ装置の開発体制

を強化いたしました。

②(株)日立製作所（日立事業所他）の協力のもと、超伝導磁石の開発・生産体制を強化いた　　しま

した。

＜企業体質の強化＞

企業体質強化の一層の推進を図るため、引き続き「リードタイム短縮」「棚資残高縮減」「品質向

上」「サービス品質向上」「保守収益拡大」「環境対策推進」などの施策に取り組んでまいります。

　

(4) 資本の財源及び資金流動性

当社グループの資金状況は、連結キャッシュ・フロー計算書で報告の通り、フリーキャッシュ・フロー

は△497百万円で、有形・無形固定資産の取得などによる減少であります。また、資金残高につきまして

は、現金及び預金6,908百万円を含む現金及び預金同等物残高が、21,213百万円であり、資金の流動性とし

て当社の経営にとって充分なものとなっております。

　

(5) 経営者の問題認識と今後の方針について

当社グループを取り巻く環境は、国民医療費抑制や海外競争激化の影響を受け、厳しい状況にありま

す。

このような状況の中、業績再建ビジョンに従い、「積極的な開発投資、販売投資」、日立グループ及び有

力アライアンス先との協調による「開発力の強化」「製品ラインナップの充実」、海外市場における

「販売体制の強化」など各種施策を実施し、持続的な成長発展を実現してまいります。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当社及び当社連結子会社は、医療機器・医療情報システムの研究・開発から生産、販売、サービスまでを

一貫して手がける総合医療機器メーカーであり、持続的な成長発展をめざし、開発投資、販売投資を行って

おります。特に、長期的に成長が期待できる製品分野及び研究開発分野に重点を置き、また製品信頼性の向

上、省力化のための設備投資を行なっております。

     当連結会計年度は、主に製品信頼性の向上・省力化のために、医療機器事業セグメントにおいては、

2,942百万円、医療情報システム事業セグメントにおいては53百万円の投資を行ないました。

　　所要資金については、いずれの投資も自己資金を充当しております。
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２ 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

平成20年３月31日現在

事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の
内容

帳簿価額(百万円) 従業
員数
(名)建物及び

構築物
機械装置
及び運搬具

土地
(面積㎡)

その他 合計

柏事業場
(千葉県柏市他)
(注)１

医療機器
医療機器の
製造設備

4,3811,191
4,385

(　72,545) 
1,90811,8671,048

大阪工場
(大阪府大阪市西成
区他)

医療機器
医療機器の
製造設備

67 7
348

(3,361)
36 460 55

本社
(東京都千代田区他)
 

全社的管理 その他設備 1,167 0
948

(15,022)
310 2,4271,226

(注)１　柏事業場のその他の主な内容は工具器具備品であります。

　　      技術研究所は平成19年4月に柏事業場へ編入したため当年度より柏事業場に含めて表示しております。

　

(2) 国内子会社

平成20年３月31日現在

会社名
事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業
員数
(名)

建物
及び
構築物

機械装置
及び
運搬具

土地
(面積㎡)

その他 合計

日立メディカル
コンピュータ㈱

本社
(東京都品川
区)

医療情報
システム

医療情報
システムの
開発設備

156 ―

　
90

(1,659) 
　　　

69 315387

　

(3) 在外子会社

平成20年３月31日現在

会社名
事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業
員数
(名)

建物
及び
構築物

機械装置
及び
運搬具

土地
(面積㎡)

その他 合計

ヒタチ メディカル
システムズ
アメリカ インク
(注)

本社
(アメリカ 
オハイオ州
他)

医療機器 その他設備 213 220
18

(8,085)
129 581347

　　（注）　土地及び建物の一部を子会社のエイチ　エム　エス　エー　プロパティーズ　エルエルシーより賃借しております。

　

なお、現在休止中の主要な設備はありません。
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３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

前連結会計年度末において計画中であった柏事業場内の教育棟である日立メディカルテクニカルアカ

デミーの新設は平成19年9月に投資金額6億7千3百万円で完了いたしました。

　なお、新たに確定した重要な設備の新設等の計画はありません。

　

　

(2) 重要な設備の除却等

重要な設備の売却、撤去、滅失等の計画はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社日立メディコ(E02314)

有価証券報告書

23/99



第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種　　類 発行可能株式総数(株)

普通株式 158,000,000

計 158,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種　　類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成20年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年６日25日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内　　容

普通株式 39,540,000同左
東京証券取引所
(市場第一部)

―

計 39,540,000同左 ― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(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３年11月28日 5,000 39,540 13,350 13,884 21,121 21,206

(注)　有償一般募集

入札による募集 発行数 2,000,000株

発行価格 5,340円

資本組入額 2,670円

払込金額総額 13,789,450千円

入札によらない募集 発行数 3,000,000株

発行価格 6,894円

資本組入額 2,670円

払込金額総額 20,682,000千円
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(5) 【所有者別状況】

平成20年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数1,000株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数(人) 0 35 35 183 72 0 2,2022,527 ―

所有株式数
(単元)

0 1,963 287 24,8105,529 0 6,30938,898642,000

所有株式数
の割合(％)

0 5.05 0.74 63.7814.21 0 16.22100.0 ―

(注)　１．自己株式297,002株は「個人その他」の欄に297単元「単元未満株式の状況」の欄に2株含まれております。
２．「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、１単元含まれております。

　

(6) 【大株主の状況】

平成20年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社日立製作所 東京都千代田区丸の内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)

1,102 2.79

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

133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB,
 U.K
(東京都中央区日本橋茅場町1-2-4日本
証券代行株式会社バックオフィス部内)

965 2.44

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.ピーエルシー
(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)

918 2.32

シービーロンドン　スティッチング　ペン
ショエンフォンズ　ゾーグ　エン　ウェル
ジジン
(常任代理人　シティバンク銀行株式会
社)

U T R E C H T S E W E G  9 1 ,
 3702AA ZEIST NETHERLANDS
(東京都品川区東品川2-3-14)

730 1.85

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

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

675 1.71

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4-14-1 662 1.68

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2-11-3 614 1.55

日本トラスティ・サービス信託銀行株式
会社

東京都中央区晴海1-8-11 418 1.06

桜井良文 大阪府箕面市 255 0.64

計 ― 30,560 77.29

(注)　１．当社は、自己株式297,002株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合0.75％)を保有しておりますが、
　上記大株主からは除いております。

　　　２．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。
 日本マスタートラスト信託銀行株式会社　　　　　 　　　491千株

 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社　　 　　　  290千株
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20年３月31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　　　297,000 ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式　 38,601,000　
　　　　

38,601 ―

単元未満株式 普通株式　　　642,000　　　 ― ―

発行済株式総数    39,540,000 ― ―

総株主の議決権 ― 38,601 ―

(注)　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれております。

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数１個が含まれております。

なお、「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式２株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成20年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社日立メディコ
東京都千代田区外神田
4－14－1

297,000 ― 297,000 0.75

計 ― 297,000 ― 297,000 0.75

　

(8) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。
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２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

　

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

　

該当事項はありません。

  

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

　

該当事項はありません。

　

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式 26,525 30,278,300

当期間における取得自己株式 3,859 2,905,426

(注)　当期間における取得自己株式には、平成20年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに

よる株式数は含まれておりません。

　

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(円)
株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他(単元未満株主の売渡請求) 1,500 1,487,000 500 354,000

保有自己株式数 297,002 ― 300,361 ―

(注)　当期間における保有自己株式数には、平成20年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

及び売渡しによる株式数は含まれておりません。

　

EDINET提出書類

株式会社日立メディコ(E02314)

有価証券報告書

27/99



３ 【配当政策】

当社は、株主の皆さまの利益を最も重要な課題のひとつと考えて経営に取り組んでおります。

剰余金の配当につきましては、株主の皆さまに対する適正な利益の還元と研究開発投資のための内部資金

留保とのバランスを考慮し、業績及び財政状態を総合的に勘案して実施することとしております。

この結果、当期の期末配当金につきましては、当期中間配当金と同様、１株につき４円50銭といたしまし

た。これにより当期の年間配当金は、１株につき９円となりました。

なお、当社は、中間配当を行うことができる旨定款で定めており、毎事業年度における配当の実施につきま

しては、期末配当及び中間配当の年２回とし、これら配当の決定機関は、いずれも取締役会であります。

　

(注)　第92期事業年度の剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

平成19年10月22日
取締役会決議

176 4.5

平成20年５月23日
取締役会決議

176 4.5

　

　

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

　

回次 第88期 第89期 第90期 第91期 第92期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

最高(円) 1,490 1,697 1,545 1,469 1,273

最低(円) 1,150 1,270 1,323 1,180 681

(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。

　

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

　

月別 平成19年10月 11月 12月 平成20年１月 ２月 ３月

最高(円) 1,183 1,170 973 950 879 840

最低(円) 1,111 940 890 760 732 681

(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。
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５ 【役員の状況】

(1) 取締役の状況
　

役名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

取締役会長 桑　田　芳　郎 昭和11年９月１日生

昭和36年６月 株式会社日立製作所入社

(注)２ ２　

平成５年６月 同社取締役

平成７年６月 同社常務取締役

平成９年６月 同社専務取締役

平成11年４月 同社代表取締役・取締役副社長

平成14年９月 株式会社日立ハイテクノロジーズ代表取締役・

取締役会長(兼)取締役社長

平成15年６月 株式会社日立製作所代表執行役・執行役副社長

(兼)取締役

株式会社日立ハイテクノロジーズ取締役会長

(兼)代表執行役

平成16年４月 株式会社日立製作所取締役

平成17年６月 当社取締役

平成19年４月 株式会社日立ハイテクノロジーズ取締役会長

平成19年６月  当社取締役会長(現在)

平成20年６月  株式会社日立ハイテクノロジーズ相談役(現在)

 株式会社システムアンドサービス取締役会長

 (現在)

取　締　役 浜　松　　　潔 昭和18年11月16日生

昭和42年４月 当社入社

(注)２ ５

平成９年８月 国内営業統括本部営業推進本部長

平成13年６月 取締役

平成15年６月 執行役常務

平成18年４月 執行役副社長

平成19年４月 代表執行役・執行役副社長

平成19年６月  代表執行役・執行役副社長(兼)取締役

平成20年４月 代表執行役・執行役社長(兼)取締役(現在)

取　締　役 三　木　一　克 昭和23年５月28日生

昭和48年４月 株式会社日立製作所入社

(注)２ ２

平成15年４月  同社機械研究所長

平成17年４月  当社執行役常務

平成20年４月  代表執行役・執行役専務

平成20年６月  代表執行役・執行役専務(兼)取締役(現在)

取　締　役 小 杉　憲 一 郎 昭和24年5月21日生

昭和47年４月 株式会社日立製作所入社

(注)２ １

平成15年８月 同社監査室上席監査部長

平成17年４月 富士通日立プラズマディスプレイ株式会社

取締役

平成19年４月 当社執行役常務

平成19年６月 執行役常務(兼)取締役(現在)

取　締　役 田　中　正　広 昭和23年１月２日生

昭和45年４月 株式会社日立製作所入社

(注)２ ２

平成12年１月 同社情報・通信グループ統括本部営業業務部長

平成13年６月 当社取締役

平成15年６月 執行役常務(兼)取締役

平成19年６月 取締役(現在)

取　締　役 中　村　道　治 昭和17年９月９日生

昭和42年４月 株式会社日立製作所入社

(注)２ ２

平成13年４月 同社研究開発本部長

平成13年６月 同社常務　当社取締役

平成15年４月 同社専務　当社取締役

平成15年６月 同社執行役専務

平成16年４月 同社代表執行役・執行役副社長

平成19年４月 同社フェロー

平成19年６月  当社取締役(現在)

平成20年６月  株式会社日立製作所取締役(現在)

取　締　役 齊　藤　莊　藏 昭和20年11月５日生

昭和45年４月 株式会社日立製作所入社

(注)２ １

平成15年４月  同社電力・電機グループ長＆CEO

平成15年６月  同社執行役常務

平成16年２月  同社執行役

平成16年10月  同社執行役常務

平成18年４月  同社執行役専務(現在)

平成20年６月 当社取締役(現在)

計 14

(注) １.　取締役　桑田芳郎、中村道治、齊藤莊藏の３氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２.　取締役の任期は、平成20年６月24日付選任後１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時

までであります。
３.　当社の委員会体制については次の通りであります。

指名委員会 委員長　桑田芳郎 委員　浜松　潔 委員　中村道治 委員　齊藤莊藏
監査委員会 委員長　田中正広 委員　中村道治 委員　齊藤莊藏
報酬委員会 委員長　浜松　潔 委員　桑田芳郎 委員　中村道治 委員　齊藤莊藏
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(2) 執行役の状況

　

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

代表執行役
執行役社長

浜　松　　　潔 昭和18年11月16日生 「(1) 取締役の状況」参照 (注)１
「(1) 取締
役の状況」
参照

代表執行役
執行役専務

柏事業場代表者 三　木　一　克 昭和23年５月28日生 「(1) 取締役の状況」参照 (注)１
「(1) 取締
役の状況」
参照

執行役常務 国際事業本部長 高　橋　秀　樹 昭和22年11月17日生

昭和45年４月株式会社日立製作所入社

(注)１ １

昭和58年８月 同社輸出第一営業所 交通部

部長代理

平成11年６月 当社入社

国際事業本部副事業本部長

平成14年６月 取締役

平成15年６月 執行役常務(現在)

執行役常務 財務本部長 小 杉 憲 一 郎 昭和24年５月21日生 「(1) 取締役の状況」参照 (注)１
「(1) 取締
役の状況」
参照

執行役常務
柏事業場
副代表者

手　嶋　俊　明 昭和24年10月２日生

昭和49年４月 株式会社日立製作所入社

(注)１ ２

平成11年12月 同社情報制御システム事業部電

力システム設計部長

平成18年４月 当社執行役

平成20年４月 執行役常務(現在)

執行役常務
マーケティング
統括本部長(兼)
国内統括本部長

木　下　通　人 昭和22年７月９日生

昭和47年４月 当社入社

(注)１ ２
平成17年10月 国内営業本部 ＭＲＩ営業本部長

平成18年４月 執行役

平成20年４月 執行役常務(現在)

執　行　役

総務本部長
(兼)リスク対策
本部長

(兼)コンプライ
アンス本部
長

勝　倉　教　文 昭和24年10月３日生

昭和49年４月 株式会社日立製作所入社

(注)１ ３

平成13年４月 同社研究開発本部管理統括セン

タ長

平成15年４月 当社入社

総務部長(現在)

(兼)リスク対策本部長(現在)

平成15年６月 執行役(現在)

執　行　役

経営サポート本
部長
(兼)応用機器開
発室長

山　本　悦　治 昭和25年８月21日生

昭和53年４月 株式会社日立製作所入社

(注)１ １

平成７年２月 同社メディカルシステム研究部

長

平成11年８月 当社入社

企画本部副本部長

平成13年６月 技術研究所長

平成15年６月 執行役(現在)

執　行　役

環境本部長
(兼)輸出審査部
長

(兼)日立メディ
カルテクニ
カルアカデ
ミー館長

(兼)メディカル
フォーラム
柏 館長

金　木　健　一 昭和23年６月26日生

昭和49年４月 当社入社

(注)１ ２
平成17年４月 品質保証本部長

平成17年12月 執行役(現在)

執　行　役
サービス事業本
部長

江　戸　邦　夫 昭和30年２月19日生

昭和50年４月 当社入社

(注)１ １平成16年６月 サービス事業本部長

平成20年４月 執行役(現在)

執　行　役
柏事業場
副代表者

前　田　常　雄 昭和28年11月25日生

昭和52年４月 当社入社

(注)１ １平成18年２月 ＭＲＩシステム本部長

平成20年４月 執行役(現在)

計 13

　 (注) １. 執行役の任期は、平成20年４月１日付就任後１年以内に終了する事業年度の末日までであります。

２. 執行役の所有株式数の合計には、取締役兼務執行役の所有株式数を含んでおりません。
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、『よりよい画像診断システムの提供を通じて医療の進歩に寄与し、世界の人々の健康に奉仕す

る』ことを企業理念に、患者さまへの負担が少ない、ひとにやさしい製品の追求と各種新技術の開発・導入

により、時代のニーズに即した製品を提供してまいりました。

このような企業理念の下、当社は、委員会設置会社としてスピードある経営を推進するとともに透明性の

高い経営に努めることが、株主をはじめとするステークホルダーの皆さまからの信頼に応え企業価値を増

大させるものと認識しております。

　

（1）会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

①会社の機関の基本説明

当社は平成15年６月24日開催の定時株主総会において「委員会等設置会社」へ移行しており、本制度

において、当社は執行役へ大幅に業務の決定権限を委譲し、業務執行機能と監督機能を分離することで経

営のスピードを高めるとともに、いずれも社外取締役が過半数を占める指名・監査・報酬の三委員会を

通じ、経営の客観性・透明性を高め、バランスの取れた経営に努めております。

　

　＜コーポレート・ガバナンス体制図＞
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②会社の機関の内容

取締役は現在７名であり、うち３名が社外取締役であります。この社外取締役が三委員会それぞれに所

属しております。

取締役会においては、監督機能を担保するため、取締役と執行役社長との意見交換の場として経営状況

報告会を概ね月に２回開催し、経営状況を適切に把握することができる仕組みを整備しております。

一方、執行役の業務執行に対する内部統制としては、執行役全員により構成される経営会議を設け、重

要事項等の決定において多面的な検討を行うこととしております。

　

③内部統制システムの整備の状況

［監査委員会の職務の執行のため必要な事項］

a.　監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

監査委員会を含む各種委員会及び取締役会の職務を補助するため、取締役会事務局を設け、１名又

は数人の担当者を配置しています。取締役会事務局に所属する使用人以外に、監査室、総務本部に所

属する使用人は、取締役会及び各種委員会の事務を補助しています。なお、監査委員会の職務の補助

を特に明示的な職務とする取締役は設けておりません。

b.　前号の取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項

取締役会事務局に所属する使用人の人事異動については、監査委員会は、事前に説明を受け、必要

な場合は人事担当執行役に対して変更を申し入れることができるものとしています。また、取締役会

事務局に所属する使用人を懲戒に処する場合には、人事担当執行役は予め監査委員会の承認を得る

ものとしています。

c.　執行役及び使用人が監査委員会に報告するための体制その他の監査委員会への報告に関する体制

経営会議に附議又は報告された案件、監査室が実施した内部監査の結果、コンプライアンス内部通

報制度による通報の状況及び執行役が会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したとき

は、遅滞なく報告することとしています。

d.　その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査委員会については、常勤監査委員を設け、その活動計画は、監査室の監査計画と調整の上作成

するものとしています。

［執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制］

後掲の「使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」と同様で

す。

［その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備］

a.　執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

社内規則(執行役規則及び文書保存規程)において、執行役の決定に関する記録を作成保存し、決裁

文書については永年保存する旨を定めています。また、上記の記録及び文書については、監査委員の

要求があった場合、執行役は速やかに提出するものとしています。

b.　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

コンプライアンス、情報セキュリティ、環境、災害、品質、輸出管理等に係るリスクについては、それ

ぞれの対応部署にて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行う体

制をとっています。

また、各執行役より定期的に実施される業務執行状況の報告等を通じて、新たなリスクの発生可能

性の把握に努め、新たに生じたリスクへの対応のために、必要な場合は執行役社長から各関連部署に

示達するとともに、速やかに対応責任者となる執行役を定めています。　
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さらに、リスクが現実化し、重大な損害の発生が予測される場合には、執行役は速やかに監査委員

に報告するものとしています。

c.　執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　　　　　次に記載の経営管理システムを用いて、執行役の職務遂行の効率性を確保しています。

　　　　　・経営会議、部門別経営会議を設け、多面的な検討を経て決定をしています。

・各部門は、経営方針に基づき計画的且つ効率的に事業を運営するため、事業戦略、実行施策及び

財務数値の目標値を中期経営計画(中計)及び年度予算として策定し、これらに基づいた業績管

理を行っています。

　　　　　・業務運営の状況を把握し、その改善を図るため、内部監査を実施しています。

　　　　　・監査委員会が会計監査人を監督し、また、会計監査人の執行役からの独立性を確保するため、会計監査

人の監査計画については監査委員会が事前に報告を受領し、また、会計監査人の報酬及び会計監

査人に依頼する非監査業務については監査委員会の事前承認を要することとしています。

　　　　　・財務報告へ反映されるべき事項全般につき文書化された業務プロセスの着実な実行と検証(必要に応

じて会計監査人にも依頼)を行っています。

d.　使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

次に記載の経営管理システムを用いて、法令遵守体制を継続的に維持しています。

　　・法令遵守状況の確認及び法令違反行為等の抑止のため、監査室その他の担当部署による内部監査

を実施しています。

　　　　　・従業員が担当部署に通報できるコンプライアンス通報制度を設けています。

・法令遵守教育として、当社の事業活動に関連する各法令についてハンドブック等の教材を用い

た教育を実施しています。

　　　　　・内部統制システム全般に亘り、周知を図り実効性を確保するため、執行役の職務として各会社規則を

定めています。但し、規則の体系・制定方法を定める規則、会社の機関に関する規則及び法令遵

守・情報管理等に関する規則のうち特に重要なものについては、制定又は改廃に取締役会の承

認を要するものとしています。

e.　当社並びに当社親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

次に記載の体制により、企業集団における業務の適正を確保します。

〔親会社との体制〕

　　　　　　・親会社である㈱日立製作所及び当社の企業行動基準を日立ブランド及びCSR活動の基礎として位置

付け、日立グループ共通の価値観を醸成するとともに、企業が果たすべき社会的責任について

の理解を共有しています。

　　　　　　・定期的な親会社による業務監査、経理監査、輸出管理監査及びコンプライアンス監査を受け、その結

果の適切なフィードバックを受けています。 

　　　　　　・当社及び当社グループ会社は、日立グループ内の取引を市価を基準として公正に行うことを方針と

しています。
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　　　　　〔子会社との体制〕

　　　　　　・当社において、情報セキュリティ、環境、品質管理、輸出管理、反社会的取引防止等、当社グループの事

業活動に関連する法令の遵守を基本とする方針及び管理規則を定め、子会社においても、当該

方針等に準じた規則を定めています。

　　　　　　・効率性と法令遵守の確保のため、内部監査に関する規則を定め、定期的に監査する体制を構築してい

ます。また、当社グループ会社に当社から取締役及び監査役を派遣しています。

　　　　　　　・当社及び当社グループ会社の従業員が、当社担当部署に通報できるコンプライアンス内部通報制度を

設けています。

　　　　　　・財務報告に関する内部統制については、当社及び当社グループ会社において、財務報告へ反映される

べき事項全般につき文書化された業務プロセスの着実な実行と検証を各社の監査役等により

行っています。

・当社及び当社グループ会社は、当社グループ内の取引を市価を基準として公正に行うことを

方針としています。

　

（2) 責任限定契約の内容の概要

　　当社は、取締役桑田芳郎氏、中村道治氏及び齊藤莊藏氏との間で会社法第427条第１項の責任限定契約を

それぞれ締結しています。その概要は、これら社外取締役の責任を会社法第425条第１号各号に掲げる額

の合計額を限度とするものです。

　

（3）社外取締役との関係

　　　社外取締役である桑田芳郎氏は、株式会社日立ハイテクノロジーズ相談役の職にあり、当社と株式会社日

立ハイテクノロジーズとは、医療機器分野の一部の製品において競業関係にありますが、社外取締役個人

との利害関係はありません。

社外取締役である中村道治氏は株式会社日立製作所取締役、齊藤莊藏氏は同社執行役専務の職にあり、

当社と株式会社日立製作所とは、医療機器分野において競業関係にありますが、社外取締役個人との利害

関係はありません。

　

（4）役員報酬の内容

取締役及び執行役の報酬は、取締役及び執行役の報酬内容決定に関する方針に従い、報酬委員会におい

て決定されます。

取締役の報酬は、月俸、期末手当及び退職金をもって構成され、執行役を兼務する取締役には取締役と

しての報酬は支給いたしません。

執行役の報酬は、月俸、業績連動報酬及び退職金から構成されます。

　

取締役及び執行役の報酬等の額

　

区　　　　　　　分

月俸及び期末手当又は業績連動報酬 退職金

人数(名) 金額(百万円) 人数(名) 金額(百万円)

取　　　締　　　役
(うち社外取締役)

３
(２)

22
(11)

２
(―)

140
(―)

執　　　行　　　役 12 170 ― ―

合　　　　　　　計 15 193 ２ 140

(注)　上記の執行役12名には、取締役兼務執行役３名が含まれております。
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(5) 監査報酬の内容　　　　

区分 金額

当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 19百万円

うち、当社が支払うべき報酬等の額(金融商品取引法に基づく監査の報酬の額を含む) 19百万円

　

(6) 会計監査の状況

　 ①業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名

公認会計士氏名 監査法人名

青　 栁　 好　 一 新日本監査法人

辻　　　　幸 　一 新日本監査法人

　

　　 継続監査年数については、全員７年以内である為、記載を省略しております。

  

②監査業務に係る補助者の構成

　　 公認会計士４名、その他22名

　

(7) 取締役の定数

　　当社の取締役の定数は10名以内とする旨定款に定めております。

　

(8) 取締役の選任の要件

　　当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有す

る株主が出席し、その議決権の過半数によって決する旨定款に定めております。

　

（9）株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項及びその理由

　　　 当社は、以下について株主総会の決議にはよらず、取締役会で決議することができる旨定款に定めており

ます。

　　　　①　会社法第459条第１項各号に掲げる事項

　　　　　　剰余金の配当等を取締役会の決議により機動的に実施することができるようにするためです。

　　　　②　取締役及び執行役の責任免除

　　　　　　取締役及び執行役が、職務を遂行するにあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするためで

す。

　

（10）株主総会の特別決議要件

　　　当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決

議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、そ

の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって決する旨定款に定めております。
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第５ 【経理の状況】

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令

第28号。以下「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、前連結会計年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)は、改正前の連結財務諸表規則に

基づき、当連結会計年度(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで)は、改正後の連結財務諸表規則に

基づいて作成しております。

　

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。

以下「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、前事業年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づき、

当事業年度(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで)は、改正後の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、前連結会計年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)及び前事業年度(平成18年４月１

日から平成19年３月31日まで)は証券取引法第193条の２の規定に基づき、また当連結会計年度(平成19年４

月１日から平成20年３月31日まで)及び当事業年度(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで)は金融

商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、それぞれ連結財務諸表並びに財務諸表について、新日本監

査法人の監査を受けております。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

　
前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20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
(％)

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び預金 8,252 6,908

　２　受取手形及び売掛金 ※4.6 35,127 33,920

　３　有価証券 3,610 545

　４　たな卸資産 24,234 24,347

　５　繰延税金資産 3,698 3,949

　６　預け金 13,065 13,759

　７　その他 1,133 1,393

　　　貸倒引当金 △506 △528

　　　流動資産合計 88,61677.6 84,29575.7

Ⅱ　固定資産

　(1) 有形固定資産 ※１

　　１　建物及び構築物 5,933 6,003

　　２　機械装置及び運搬具 1,861 1,586

　　３　土地 ※２ 5,793 5,790

　　４　その他 2,441 3,055

　　　有形固定資産合計 16,029 14.0 16,435 14.8

　(2) 無形固定資産

　　１　のれん 77 57

　　２　ソフトウェア 2,473 3,766

　　３　その他 121 101

　　　無形固定資産合計 2,673 2.4 3,925 3.5

　(3) 投資その他の資産

　　１　投資有価証券 ※３ 4,865 4,942

　　２　長期前払費用 392 303

　　３　繰延税金資産 432 220

　　４　その他 1,209 1,241

　　　投資その他の資産合計 6,899 6.0 6,707 6.0

　　　固定資産合計 25,60222.4 27,06824.3

　　　資産合計 114,219100.0 111,364100.0
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　 前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20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
(％)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

　１　支払手形及び買掛金 ※６ 20,146 20,689

　２　短期借入金 ※４ 625 ―

　３　未払金 ― 2,067

　４　未払費用 6,339 5,696

　５　未払法人税等 724 462

　６　製品保証等引当金 1,889 1,751

　７　その他 5,195 3,804

　　　流動負債合計 34,92130.6 34,47231.0

Ⅱ　固定負債

　１　長期借入金 ― 40

　２　退職給付引当金 9,554 9,307

　３　役員退職慰労引当金 527 469

　４　再評価に係る
　　　繰延税金負債

※２ 1,612 1,612

　５　その他 206 296

　　　固定負債合計 11,90110.4 11,72610.5

　　　負債合計 46,82241.0 46,19841.5

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 13,88412.1 13,88412.5

　２　資本剰余金 21,20618.6 21,20619.1

　３　利益剰余金 33,09629.0 31,65228.4

　４　自己株式 △366△0.3 △394△0.4

　　　株主資本合計 67,82059.4 66,34859.6

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券評価
　　　差額金

275 0.3 328 0.3

　２　土地再評価差額金 ※２ △3,053△2.7 △3,053△2.7

　３　為替換算調整勘定 588 0.5 53 0.0

　　　評価・換算差額等合計 △2,189△1.9 △2,671△2.4

Ⅲ　少数株主持分 1,7651.5 1,4881.3

　　　純資産合計 67,39659.0 65,16558.5

　　　負債純資産合計 114,219100.0 111,364100.0
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② 【連結損益計算書】

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20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
(％)

Ⅰ　売上高 118,342100.0 110,386100.0

Ⅱ　売上原価 ※３ 76,67764.8 70,50363.9

　　　売上総利益 41,66535.2 39,88336.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1.3 38,58832.6 36,57333.1

　　　営業利益 3,0762.6 3,3093.0

Ⅳ　営業外収益

　１　受取利息 206 241

　２　為替差益 51 ―

　３　受取配当金 ― 60

　４　その他 233 492 0.4 210 511 0.5

Ⅴ　営業外費用

　１　支払利息 46 41

　２　たな卸資産処分損 545 806

　３　固定資産処分損 ※２ 283 117

　４　為替差損 ― 377

　５　その他 181 1,1391.0 65 1,4071.3

　　　経常利益 2,4292.0 2,4132.2

Ⅵ　特別利益

　　　投資有価証券売却益 208 0.2 ― ―

Ⅶ　特別損失

　１　たな卸資産処分損 ※４ 2,743 ―

　２　減損損失 ※６ ― 161

　３　投資有価証券評価損 127 24

　４　のれん償却額 ※５ 292 ―

　５　関係会社株式売却損 372 ―

　６　早期退職割増金 ※７ ― 1,471

　７　その他 ※８ ― 3,5363.0 81 1,7381.6

　　　税金等調整前当期純利益
　　　又は税金等調整前当期純
　　　損失（△）

△898△0.8 674 0.6

　　　法人税、住民税
　　　及び事業税

1,842 1,416

　　　法人税等調整額 7,987 9,8298.3 △102 1,3141.2

　　　少数株主利益 615 0.5 450 0.4

　　　当期純利益
　　　又は当期純損失（△）

△11,344△9.6 △1,089△1.0
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③ 【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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

連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当 △471 △471

　当期純損失 △11,344 △11,344

　自己株式の取得 △48 △48

　自己株式の処分 △0 △0 4 3

　株主資本以外の項目の
　連結会計年度中の変動額(純額)

―

連結会計年度中の変動額合計
(百万円)

― △0 △11,815 △44 △11,859

平成19年３月31日残高(百万円) 13,884 21,206 33,096 △366 67,820

　

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

連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当 △471

　当期純損失 △11,344

　自己株式の取得 △48

　自己株式の処分 3

　株主資本以外の項目の
　連結会計年度中の変動額(純額)

117 193 311 296 607

連結会計年度中の変動額合計
(百万円)

117 ― 193 311 296 △11,252

平成19年３月31日残高(百万円) 275 △3,053 588 △2,189 1,765 67,396
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当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31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19年３月31日残高(百万円) 13,884 21,206 33,096 △366 67,820

連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当 △353 △353

　当期純損失 △1,089 △1,089

　自己株式の取得 △30 △30

　自己株式の処分 △0 2 1

　株主資本以外の項目の
　連結会計年度中の変動額(純額)

―

連結会計年度中の変動額合計
(百万円)

― 　　　　　　― △1,443 △28 △1,472

平成20年３月31日残高(百万円) 13,884 21,206 31,652 △394 66,348

　

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19年３月31日残高(百万円) 275 △3,053 588 △2,189 1,765 67,396

連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当 △353

　当期純損失 △1,089

　自己株式の取得 △30

　自己株式の処分 1

　株主資本以外の項目の
　連結会計年度中の変動額(純額)

53 △535 △481 △277 △758

連結会計年度中の変動額合計
(百万円)

53 ― △535 △481 △277 △2,231

平成20年３月31日残高(百万円) 328 △3,053 53 △2,671 1,488 65,165
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
　

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

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　税金等調整前当期純利益
　　　又は税金等調整前当期純損失(△)

△898 674

　２　減価償却費 3,192 3,432

　３　長期前払費用の償却額 156 145

　４　製品保証等引当金の増減額(減少:△) △89 △82

　５　退職給付引当金の増減額(減少:△) △411 △259

　６　受取利息及び受取配当金 △230 △301

　７　支払利息 46 41

　８　投資有価証券売却益 △208 ―

　９　たな卸資産処分損 3,288 806

　10　固定資産処分損 283 117

　11　投資有価証券評価損 127 24

　12　のれん償却額 292 20

　13　関係会社株式売却損 372 ―

　14　減損損失 ― 161

　15　早期退職割増金 ― 1,240

　16　特別損失その他 ― 81

　17　売上債権の増減額(増加:△) 3,384 885

　18　たな卸資産の増減額(増加:△) △762 △1,710

　19　仕入債務の増減額(減少:△) △4,778 674

　20　未払費用の増減額(減少:△) ― △555

　21　その他の流動資産の増減額(増加:△) ― △246

　22　その他の流動負債の増減額(減少:△) ― △295

　23　その他 △168 2

　　　　小計 3,597 4,860

　24　利息及び配当金の受取額 243 310

　25　利息の支払額 △46 △41

　26　法人税等の支払額 △1,810 △1,641

　　　営業活動によるキャッシュ・フロー 1,983 3,487

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 △3,102 △1,500

　２　有価証券の売却等による収入 4,132 3,102

　３　投資有価証券の取得による支出 △4,266 △20

　４　有形・無形固定資産の取得による支出 △3,799 △5,445

　５　長期前払費用の取得による支出 △132 △57

　６　連結範囲の変更を伴う関係会社株式売却に
　　　よる支出

△59 ―

　７　その他 158 △64

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー △7,069 △3,984

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 △111 △648

　２　長期借入による収入 ― 326

　３　長期借入金の返済による支出 △709 △260

　４　配当金の支払額 △471 △353

　５　少数株主への配当金の支払額 △441 △550

　６　その他 △44 △28

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー △1,778 △1,514

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 231 △102

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額または減少額 △6,633 △2,113

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 29,960 23,326

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 23,326 21,213
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１　連結の範囲に関する事項

　　　全ての子会社を連結しております。

連結子会社の数 19社

　　　主要な連結子会社名は、「第１ 企業の概況 ４　関係

会社の状況」に記載しているため、省略しておりま

す。

なお、当連結会計年度において、日立医療(広州)有

限公司を設立した為、連結の範囲に含めております。

また、アイソル　テクノロジー　インクは、全株式売却

により、同社の貸借対照表を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

　　　全ての子会社を連結しております。

連結子会社の数 18社

　　　主要な連結子会社名は、「第１ 企業の概況 ４　関係

会社の状況」に記載しているため、省略しておりま

す。

 なお、アイソルテクノロジーインクは、平成19年3

月に全株式を売却したことにより、連結範囲から除

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

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

カリス　ヘルスケアー　エルエルシー

持分法適用の関連会社

同左

　　持分法非適用の関連会社

　　　該当する会社はありません。

　　持分法非適用の関連会社

同左

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、日立医療器械(北京)有限公司、

日立医療(広州)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。

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、日立医療器械(北京)有限公司、

並びに日立医療(広州)有限公司の決算日は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。

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　有価証券の評価基準及び評価方法

　　　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　有価証券の評価基準及び評価方法

　　　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

決算日の市場価格等に基づく時価法(評

価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定し

ております。)

②　その他有価証券

時価のあるもの

同左

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

ロ　デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法

ロ　デリバティブの評価基準及び評価方法

同左

ハ　たな卸資産の評価基準及び評価方法

個別法または移動平均法に基づく低価法

ハ　たな卸資産の評価基準及び評価方法

同左
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前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

(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。

　　　　　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) 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

 

─────────― （会計方針の変更） 

　当社及び国内連結子会社は、法人税の改正に伴い、当

連結会計年度より、平成19年4月1日以降に取得した有

形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価

償却の方法に変更しております。

　これに伴い、営業利益、経常利益、税金等調整前当期純

利益はそれぞれ118百万円減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記

載しております。

（追加情報） 

　当社及び国内連結子会社は、法人税法改正に伴い、平

成19年3月31日以前に取得した資産については、改正前

の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得

価額の5％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度

より、取得価額の5％相当額と備忘価額との差額を5年

間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上して

おります。

　これに伴い、営業利益、経常利益、税金等調整前当期純

利益はそれぞれ111百万円減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記

載しております。

ロ　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

ロ　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

③　その他

定額法

③　その他

同左

ハ　長期前払費用

均等償却

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) 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
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　 前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

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(16～17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。

          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。

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(16～17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。なお、一部の子会社

は、発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（10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。

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。なお、一部の子会社は、発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10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。

 

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。

ニ　役員退職慰労引当金

同左

(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
　　　　同左

(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

(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

　　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) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

　①消費税等の会計処理

　同左

 

　②連結納税制度
　　　　　当連結会計年度から連結納税制度を適用して
　　　　おります。

５　連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

　　　連結子会社の資産及び負債の評価については全面時

価評価法によっております。

５　連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

６　のれんの償却に関する事項

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　アーゲー並びにアイソル　テクノロ

ジー　インクののれんは５年間の定額法により償却

しております。ただし、金額が僅少な場合は、発生し

た期の損益として処理しております。

６　のれんの償却に関する事項

　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　アーゲーののれんは５年間の定額

法により償却しております。ただし、金額が僅少な場

合は、発生した期の損益として処理しております。

７　連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　　　連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及

び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資からなっておりま

す。

７　連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左
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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

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当連結会計年度から「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、65,630百

万円であります。

　なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度

における連結貸借対照表の純資産の部については、改正

後の連結財務諸表規則により作成しております。

─────────―

(企業結合に係る会計基準)

　当連結会計年度から「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「事業分離等に関す

る会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月27日　

企業会計基準第7号)並びに「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」(企業会計基準委員

会　最終改正平成18年12月22日　企業会計基準適用指針第

10号)を適用しております。

　連結財務諸表規則の改正による連結財務諸表の表示に

関する変更は以下のとおりであります。

─────────―

（連結貸借対照表）

　「連結調整勘定」は当連結会計年度から「のれん」と

表示しております。

（連結損益計算書）

　「連結調整勘定償却額」は、当連結会計年度から「のれ

ん償却額」と表示しております。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　「連結調整勘定償却額」は、当連結会計年度から「のれ

ん償却額」と表示しております。
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表示方法の変更

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

─────────― （連結貸借対照表） 

　前連結会計年度において流動負債の「その他」に含

んでおりました「未払金」は金額の重要性が増したた

め、当連結会計年度から区分掲記することといたしま

した。 

　なお、前連結会計年度の流動負債の「その他」に含ま

れている「未払金」は、761百万円であります。

─────────― （連結損益計算書） 

　前連結会計年度において営業外収益の「その他」に

含んでおりました「受取配当金」は営業外収益の総額

の100分の10を超えたため、当連結会計年度から区分掲

記することといたしました。

　なお、前連結会計年度の営業外収益の「その他」に含

まれている「受取配当金」は、23百万円であります。

─────────― （連結キャッシュ・フロー計算書） 

　前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ

・フローの「その他」に含んでおりました「未払費用

の増減額」「その他の流動資産の増減額」「その他の

流動負債の増減額」は金額の重要性が増したため、当

連結会計年度から区分掲記することといたしました。 

　なお、前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含まれている「未払費用の増減

額」は△61百万円、「その他の流動資産の増減額」は

86百万円、「その他の流動負債の増減額」は△383百万

円であります。
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注記事項

(連結貸借対照表関係)

　
前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

※１　 有形固定資産減価償却累計額 25,822百万円

　

※１　 有形固定資産減価償却累計額 26,203百万円

　

※２　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」として純資産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

　…△1,171百万円

※２　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」として純資産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

　…△1,199百万円

※３　関連会社に対するものは、次の通りであります。

　投資有価証券（株式） 83百万円

※３　関連会社に対するものは、次の通りであります。

　投資有価証券（株式） 　69百万円

※４　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次の通りであります。

　売掛金 625百万円

担保付債務は、次の通りであります。

　短期借入金 625百万円

　

※４　　　　　─────────

　

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。

　セントラル メディカル ス

トアーズ デパートメント
　40百万円

その他 25

  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。

マクアーレン ノース イ
メージング

　  19百万円　
　　

その他 50

　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。

　セントラル メディカル ス

トアーズ デパートメント
　46百万円

その他  4

  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。

ジャクソンビルダイヤグ
ノスティクイメージング

95百万円　　　

ミッドタウンメディカル
マネジメント

　　38

ホーマメディカルイメージン
グ

　　15

マクアーレン ノース イメー
ジング

　　14

その他 　　60

従業員の銀行借入債務（住宅資金融資）に対す

る保証117百万円

　

従業員の銀行借入債務（住宅資金融資）に対す

る保証106百万円

　

※６　連結会計年度末日満期手形

当連結会計年度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 282百万円

支 払 手 形 49百万円

※６　　　　　─────────――
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(連結損益計算書関係)

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20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 1,576百万円

販売手数料 719

貸付品評価損 378

製品保証等引当金繰入額 2,223

貸倒引当金繰入額 217

給料諸手当 15,902

退職給付費用 336

役員退職慰労引当金繰入額 144

福利厚生費 2,221

減価償却費 855

賃借料 2,299

旅費 2,613

研究開発費 1,825
　

※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 1,396百万円

販売手数料 509

貸付品評価損 280

製品保証等引当金繰入額 1,596

貸倒引当金繰入額 366

給料諸手当 15,038

退職給付費用 574

役員退職慰労引当金繰入額 132

福利厚生費 2,104

減価償却費 841

賃借料 2,179

旅費 2,715

研究開発費 1,538
　

※２　固定資産処分損の内訳は次の通りであります。

建物及び構築物 154百万円

機械装置及び運搬具 29

その他 99

合計 283
　

※２　固定資産処分損の内訳は次の通りであります。

建物及び構築物 18百万円

機械装置及び運搬具 12

その他 87

合計 117
　

※３　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は8,315百万円であります。

※３　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は6,173百万円であります。

※４　たな卸資産処分損の内容は、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、主として過剰と思わ

れる資産を評価減・滅却したものであります。

※４　　　　　─────────――

※５　のれんの償却額は、関係会社株式の評価減によるも

のであります。

※５　　　　　─────────――

※６　　　　─────────―― ※６　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。

 

場所 東京都中央区築地

用途 遊休資産

種類 建物及び建物付属設備等

金額 161百万円

       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。

当該遊休資産については、機器開発目的の研究へ

の使用が完了したため回収可能価額まで減額し、

当該減損額を減損損失（161百万円）として特別

損失に計上しております。

　なお、回収可能価額は使用価値を備忘価額として

測定しております。

※７　　　　─────────―― ※７　早期退職割増金の内容は、事業構造改革の一環とし

て適正人員の実現と経営効率化を図るべく早期退

職優遇制度を実施したことに係る損失でありま

す。 

※８　　　　─────────―― ※８　特別損失その他の内容は、北米の研究開発部門人員

削減に要した費用39百万円と、再生医療の研究開

発終了に伴う研究施設等を滅却した費用42百万円

であります。 
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 39,540,000 ― ― 39,540,000

　
　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 237,477 37,500 3,000 271,977

　
（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

　単元未満株式の買取りによる増加　 37,500株

減少数の主な内訳は、次の通りであります。

　単元未満株式の株主からの売り渡し請求による減少　3,000株

　
３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。
　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（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 7.5平成18年３月31日 平成18年５月24日

平成18年10月25日
取締役会

普通株式 176 4.5平成18年９月30日 平成18年11月30日

　
　(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年５月22日
取締役会

普通株式 利益剰余金 176 4.5平成19年３月31日 平成19年５月24日
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当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 39,540,000 ― ― 39,540,000

　
　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 271,977 26,525 1,500 297,002

　
（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

　単元未満株式の買取りによる増加　 26,525株

減少数の主な内訳は、次の通りであります。

　単元未満株式の株主からの売り渡し請求による減少　1,500 株

　
３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。
　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年５月22日
取締役会

普通株式 176 4.5平成19年３月31日 平成19年５月24日

平成19年10月22日
取締役会

普通株式 176 4.5平成19年９月30日 平成19年11月30日

　
　(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年５月23日
取締役会

普通株式 利益剰余金 176 4.5平成20年３月31日 平成20年５月26日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 8,252百万円

有価証券勘定 3,610

預け金勘定 13,065

償還期間が３ヶ月を超える債券等 △1,601

現金及び現金同等物 23,326

　

１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 6,908百万円

有価証券勘定 545

預け金勘定 13,759

償還期間が３ヶ月を超える債券等 ―

現金及び現金同等物 21,213

　

２　株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資

産及び負債の主な内訳

　　　当連結会計年度において、株式の売却によりアイソル

　テクノロジー　インクが連結子会社でなくなったこ

とに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びにアイソ

ル　テクノロジー　インクの売却価額と売却による収

入は次の通りであります。

　　アイソル　テクノロジー　インク(平成19年３月28日現

在)

流動資産 361百万円

固定資産 455

流動負債 △319

固定負債 △105

為替換算調整勘定 7

少数株主持分 △26

株式売却損 △372

株式の売却価額 0

連結子会社でなくなった会社の現
金及び現金同等物

△59

差引：株式売却による支出 △59

２　　　　　　─────────――
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(リース取引関係)

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１.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

　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

37 29 7

その他
(工具器具備品)

1,249 697 552

合計 1,286 726 559

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

15 15 0

その他
(工具器具備品)

1,036 681 354

合計 1,052 696 355

(注)　リース資産に配分された減損損失はありません。

②　未経過リース料期末残高相当額

１年内 266百万円

１年超 300百万円

合計 566百万円

(注)　リース資産に配分された減損損失はありません。

②　未経過リース料期末残高相当額

１年内 204百万円

１年超 156百万円

合計 361百万円

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 388百万円

減価償却費相当額 376百万円

支払利息相当額 9百万円

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 283百万円

減価償却費相当額 275百万円

支払利息相当額 6百万円

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

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

２.               ─────────――２.オペレーティング・リース取引　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

未経過リース料

１年内 391百万円

１年超 648百万円

合計 1,040百万円
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(有価証券関係)

前連結会計年度

有価証券

　
１　満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成19年３月31日現在)　　　　　　　　　　　　

該当なし

２　その他有価証券で時価のあるもの(平成19年３月31日現在)　　　　　　　　　　　　　　　 (単位：百万円)

取得原価 連結貸借対照表計上額 差額

(連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの)

(1) 株式 4,216 4,699 483

(2) 債券

社債 601 601 0

小計 4,817 5,301 483

(連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの)

(1) 株式 82 69 △12

(2) 債券

社債 1,000 1,000 △0

小計 1,082 1,070 △12

合計 5,900 6,371 470

３　当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

　　　 (単位：百万円)

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

361 208 0

４　時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成19年３月31日現在)

(1) 満期保有目的の債券

該当なし

(2) その他有価証券

コマーシャルペーパー 499百万円

MMF及びフリーファイナンシャルファンド 1,508

非上場株式 13

５　その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額(平成19年３月31日現在)

(単位：百万円)

１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

(1) 社債 1,601 ― ― ―

(2) その他 499 ― ― ―

合計 2,101 ― ― ―

(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127百万円減損処理を行なっております。
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当連結会計年度

有価証券

　
１　満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成20年３月31日現在)　　　　　　　　　　　　

該当なし

２　その他有価証券で時価のあるもの(平成20年３月31日現在)　　　　　　　　　　　　　　　 (単位：百万円)

取得原価 連結貸借対照表計上額 差額

(連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの)

 株式 3,885 4,599 714

小計 3,885 4,599 714

(連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの)

 株式 389 240 △149

小計 389 240 △149

合計 4,274 4,839 564

３　当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

　　　 　該当なし　　

４　時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成20年３月31日現在)

(1) 満期保有目的の債券

該当なし

(2) その他有価証券

MMF及びフリーファイナンシャルファンド 545百万円

非上場株式 33

５　その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額(平成20年３月31日現在)

　　　　　　　　　　　　　　　該当なし

(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24百万円減損処理を行なっております。
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(デリバティブ取引関係)

１　取引の状況に関する事項

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

①　取引の内容及び利用目的等

当社及び連結子会社は、通常の営業過程における輸

出入取引の為替相場の変動によるリスクを軽減するた

め、為替予約取引を行なっております。

なお、ヘッジ会計の対象となる取引はありません。

①　取引の内容及び利用目的等

　同左

②　取引に対する取組方針

　　為替予約取引については、外貨建債権・債務に係る将

来の為替相場の変動によるリスクを軽減するものであ

り、外貨建債権・債務及び成約高の範囲内で行なうこ

ととしております。

　　なお、為替予約取引以外のデリバティブ取引は行なわ

ない方針であります。

②　取引に対する取組方針

同左

③　取引に係るリスクの内容

　　為替予約取引は、為替相場の変動によるリスクを有し

ております。

　　又、為替予約取引の契約先は、信用度の高い銀行である

ため、相手先の契約不履行による信用リスクはほとん

どないと判断しております。

③　取引に係るリスクの内容

同左

④　取引に係るリスク管理体制

　　為替予約取引の実行及び管理は、取引権限の限度及び

取引限度額等が明示された内規に基づき、財務担当部

署が行なっております。

④　取引に係るリスク管理体制

同左

　

２　取引の時価等に関する事項

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

　

区分 種類

前連結会計年度
平成19年３月31日現在

当連結会計年度
平成20年３月31日現在

契約額等
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

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 ― ― ― 428 399 28

ユーロ 2,830 2,870 △39 703 708 △4

買建

英ポンド 36 36 0 ― ― ―

合計 2,867 2,906 △40 1,132 1,108 24

(注)　期末の時価は先物相場を使用しております。

　

　　取引の時価等に関する事項についての補足説明 

取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、または計算上の想定

元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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(退職給付関係)

　
前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

１　採用している退職給付制度の概要

　　　当社及び一部の連結子会社は、確定給付型の制度とし

て、退職一時金制度及び企業年金基金制度を設けて

おります。

１　採用している退職給付制度の概要

　　　同左

２　退職給付債務に関する事項(平成19年３月31日現在)

イ　退職給付債務 △26,672百万円

ロ　年金資産 16,223

ハ　未積立退職給付債務(イ＋ロ)△10,448

ニ　未認識数理計算上の差異 2,761

ホ　未認識過去勤務債務
(債務の減額)(注)１

△1,867

ヘ　連結貸借対照表計上額純額
(ハ＋ニ＋ホ)

△9,554

ト　前払年金費用 ―

チ　退職給付引当金(ヘ－ト) △9,554
　

２　退職給付債務に関する事項(平成20年３月31日現在)

イ　退職給付債務 △26,594百万円

ロ　年金資産 14,479

ハ　未積立退職給付債務(イ＋ロ)△12,115

ニ　未認識数理計算上の差異 4,395

ホ　未認識過去勤務債務
(債務の減額)

△1,587

ヘ　連結貸借対照表計上額純額
(ハ＋ニ＋ホ)

△9,307

ト　前払年金費用 ―

チ　退職給付引当金(ヘ－ト) △9,307
　

(注)　国内連結子会社は、退職給付債務の算定に

あたり、簡便法を採用しております。

３　退職給付費用に関する事項(自　平成18年４月１日　至

　平成19年３月31日)

イ　勤務費用 946百万円

ロ　利息費用 648

ハ　期待運用収益(減算) △636

ニ　過去勤務債務の
費用処理額

△166

ホ　数理計算上の差異の
費用処理額

196

ヘ　退職給付費用
(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ)

987

　

３　退職給付費用に関する事項(自　平成19年４月１日　至

　平成20年３月31日)

イ　勤務費用（注） 989百万円

ロ　利息費用 675

ハ　期待運用収益(減算) △489

ニ　過去勤務債務の
費用処理額

△163

ホ　数理計算上の差異の
費用処理額

243

ヘ　退職給付費用
(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ)

1,254

(注)　上記退職給付費用以外に、早期退職に伴う割増退職

金1,471百万円を特別損失に計上しております。

　

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ　退職給付見込額の期間配分方法　期間定額基準

ロ　割引率

各制度ごとに退職給付の見込支払日までの平均期

間に基づいて設定しております。

2.5％

ハ　期待運用収益率　　　　4.0％

ニ　過去勤務債務の処理年数 16～17年

ホ　数理計算上の差異の処理年数 15～17年
　

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ　退職給付見込額の期間配分方法　期間定額基準

ロ　割引率

各制度ごとに退職給付の見込支払日までの平均期

間に基づいて設定しております。

2.5％

ハ　期待運用収益率　　　　2.5％

ニ　過去勤務債務の処理年数 16～17年

ホ　数理計算上の差異の処理年数 15～17年
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(税効果会計関係)

　
前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳

繰延税金資産

製品保証等引当金 594百万円

棚卸資産評価損 973

未払賞与 877

退職給付引当金 4,017

棚卸資産未実現利益 559

会員権評価損 103

未払事業税 33

ソフトウェア償却超過 934

税務上の繰越欠損金 2,412

その他 1,224

繰延税金資産小計 11,729

評価性引当額 △7,598

繰延税金資産合計 4,131

繰延税金負債

税務上の諸準備金 △34

　その他有価証券評価差額金 △195

　その他 △111

　繰延税金負債合計 △341

繰延税金資産の純額 3,789
　

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳

繰延税金資産

製品保証等引当金 594百万円

棚卸資産評価損 995

未払賞与 830

退職給付引当金 3,857

棚卸資産未実現利益 554

会員権評価損 101

未払事業税 46

ソフトウェア償却超過 805

早期退職割増金 523

税務上の繰越欠損金 1,825

その他 1,142

繰延税金資産小計 11,246

評価性引当額 △7,105

繰延税金資産合計 4,170

繰延税金負債

税務上の諸準備金 △30

　その他有価証券評価差額金 △236

　その他 △196

　繰延税金負債合計 △462

繰延税金資産の純額 3,707
　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間に重要な差異があるときの、当該差異

の原因となった主要な項目別の内訳

    当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計

上しているため注記を省略しております。

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間に重要な差異があるときの、当該差異

の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.5％

   (調整)

  交際費等永久に損金に
　算入されない項目

△7.6

　受取配当金 15.0

　住民税均等割等 △12.1

　海外子会社申告調整 17.5

　海外税率差異 △40.6

　還付法人税 9.2

　評価性引当金 62.8

  子会社からの受取配当金 114.3

　その他 △4.1

税効果会計適用後の法人税等
の負担率

194.9
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

　
　 前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19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)

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 108,252 10,089 118,342 ― 118,342

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― ― ― (―) ―

計 108,252 10,089 118,342 ― 118,342

　　営業費用 105,792 9,983 115,776 △510 115,266

営業利益 2,460 105 2,565 510 3,076

Ⅱ　資産、減価償却費
　　及び資本的支出

　　資産 81,604 4,826 86,431 27,788 114,219

　　減価償却費 2,895 297 3,192 ― 3,192

　　資本的支出 3,116 392 3,508 ― 3,508

(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

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

２　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(27,788百万円)の主なものは、親会社での余資運用資金(現

金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。
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　 当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20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)

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 99,823 10,563 110,386 ― 110,386

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― ― ― (―) ―

計 99,823 10,563 110,386 ― 110,386

　　営業費用 96,362 10,937 107,300 △222 107,077

営業利益又は
営業損失(△)

3,461 △374 3,086 222 3,309

Ⅱ　資産、減価償却費
　　及び資本的支出

　　資産 81,055 4,577 85,633 25,731 111,364

　　減価償却費 3,054 377 3,432 ― 3,432

　　減損損失 161 ― 161 ― 161

　　資本的支出 4,885 441 5,326 ― 5,326

(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

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

２　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(25,731百万円)の主なものは、親会社での余資運用資金(現

金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

３　有形固定資産の減価償却方法の変更

　（会計方針の変更）

　　　「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」に記載の通り、当連結会計年度より、法人税法の

改正に伴い、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却

費を計上しております。この償却方法の採用に伴い、従来の方法と比べて「医療機器」の営業費用は115百万

円増加し、営業利益は同額減少しております。「医療情報システム」の営業費用は3百万円増加し、営業損失は

同額増加しております。

　（追加情報）

　　　「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」に記載のとおり、当連結会計年度より、法人税法

の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法

の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘

価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。この償却方法の採用に伴

い、従来の方法と比べて「医療機器」の営業費用は111百万円増加し、営業利益は同額減少しております。

　　　なお、「医療情報システム」に与える影響は軽微であります。
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【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

日本
(百万円)

北米
(百万円)

欧州
(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)

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

79,49622,75612,2053,884118,342 ― 118,342

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

16,491 723 ― 1,80019,016(19,016)―

計 95,98823,48012,2055,685137,359(19,016)118,342

営業費用 96,55319,67212,2886,278134,793(19,527)115,266

営業利益又は
営業損失(△)

△565 3,808 △83 △592 2,565 510 3,076

Ⅱ　資産 63,07112,4517,474 3,43386,43127,788114,219

(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。

　　　なお、前連結会計年度に「その他」に含めて表示しておりました「欧州」につきましては、当該セグメントの

売上高が全セグメントの売上高の10％を超えたため、当連結会計年度より区分掲記しております。前連結会計

年度における「欧州」の売上高は11,115百万円、営業損失は△60百万円、資産は6,155百万円であります。

２　各区分に属する主な国または地域

(1) 北米………米国

　　　　 (2) 欧州

(3) その他……アジア

３　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(27,788百万円)の主なものは、親会社での余資運用資金(現

金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。
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　 当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

日本
(百万円)

北米
(百万円)

欧州
(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)

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

73,01716,80214,7325,834110,386 ― 110,386

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

17,125 567 ― 1,51419,208(19,208)―

計 90,14317,37014,7327,349129,595(19,208)110,386

営業費用 90,68714,36814,1987,254126,508(19,431)107,077

営業利益又は
営業損失(△)

△544 3,002 534 94 3,086 222 3,309

Ⅱ　資産 64,0178,683 8,652 4,27985,63325,731111,364

(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　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(25,731百万円)の主なものは、親会社での余資運用資金(現

金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

４　有形固定資産の減価償却方法の変更

　（会計方針の変更）

　　　「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」に記載の通り、当連結会計年度より、法人税法の

改正に伴い、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却

費を計上しております。この償却方法の採用に伴い、従来の方法と比べて「日本」の営業費用は118百万円増

加し、営業損失は同額増加しております。

　（追加情報）

　　　「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」に記載のとおり、当連結会計年度より、法人税法

の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法

の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘

価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。この償却方法の採用に伴

い、従来の方法と比べて「日本」の営業費用は111百万円増加し、営業損失は同額増加しております。
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【海外売上高】

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

北米 欧州 その他 計

海外売上高(百万円) 22,830 15,031 7,139 45,000

連結売上高(百万円) 118,342

海外売上高の連結売上高に
占める割合(％)

19.3 12.7 6.0 38.0

(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。

　

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

北米 欧州 その他 計

海外売上高(百万円) 17,006 17,091 9,182 43,280

連結売上高(百万円) 110,386

海外売上高の連結売上高に
占める割合(％)

15.4 15.5 8.3 39.2

(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。

　

EDINET提出書類

株式会社日立メディコ(E02314)

有価証券報告書

63/99



【関連当事者との取引】

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

関連当事者との取引

１　親会社及び法人主要株主等
　

属性
会社等

の名称
住所

資本金又

は出資金

(百万円)

事業の内容

又は職業

議決権等

の所有

(被所有)割合

(％)

関係内容

取引の内容
取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)役員の
兼任等

事業上
の関係

親会社
㈱日立

製作所

東京都

千代田

区

282,033

電気機械器

具等の製造

及び販売

被所有

直接　 62.7

間接　　0.5

兼任２人

転籍４人

資金の預

け入れ等

資金の
預け入れ ― 預け金 13,065

預け金の
利息

35受取利息 ―

(注) １　資金の集中管理を目的とした日立グループ・プーリング制度に加入しており、期末残高はその時点の預け金を

表しております。

２　役員の兼任等については、平成19年３月31日現在で記載しております。

　取引条件及び取引条件の決定方針等

資金運用委託は、市場金利等を勘案し決定しております。

　２　兄弟会社等
　

属性
会社等

の名称
住所

資本金又

は出資金

(百万円)

事業の内容

又は職業

議決権等

の所有

(被所有)割合

(％)

関係内容

取引の内容
取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)役員の
兼任等

事業上
の関係

親会社

の子会

社

日立

キャピタル

㈱

東京都

港区
9,983

家庭電気品

・業務用機

器等のクレ

ジット・リ

ース販売

所有

直接　  0.0

被所有

直接　  0.2

なし
ファクタ
リング取
引等

ファクタリン

グ取引
27,652買掛金 7,279

(注) １　上記金額は、消費税等を含んで表示しております。

２　役員の兼任等については、平成19年３月31日現在で記載しております。

　

取引条件及び取引条件の決定方針等

日立キャピタル株式会社に対する買掛金については、当社、当社の仕入先、日立キャピタル株式会社の三者

間で基本契約を締結し、ファクタリング方式による決済を行っているものであります。
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当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

関連当事者との取引

１　親会社及び法人主要株主等
　

属性
会社等

の名称
住所

資本金又

は出資金

(百万円)

事業の内容

又は職業

議決権等

の所有

(被所有)割合

(％)

関係内容

取引の内容
取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)役員の
兼任等

事業上
の関係

親会社
㈱日立

製作所

東京都

千代田

区

282,033

電気機械器

具等の製造

及び販売

被所有

直接　 62.7

間接　　0.5

転籍５人
資金の預

け入れ等

資金の

預け入れ
600預け金 13,759

預け金の

利息
93受取利息 ―

(注) １　資金の集中管理を目的とした日立グループ・プーリング制度に加入しており、期末残高はその時点の預け金を

表しております。

２　役員の兼任等については、平成20年３月31日現在で記載しております。

　取引条件及び取引条件の決定方針等

資金運用委託は、市場金利等を勘案し決定しております。

　２　兄弟会社等
　

属性
会社等

の名称
住所

資本金又

は出資金

(百万円)

事業の内容

又は職業

議決権等

の所有

(被所有)割合

(％)

関係内容

取引の内容
取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)役員の
兼任等

事業上
の関係

親会社

の子会

社

日立

キャピタル

㈱

東京都

港区
9,983

家庭電気品

・業務用機

器等のクレ

ジット・リ

ース販売

被所有

直接　 0.2
なし

ファクタ
リング取
引等

ファクタリン

グ取引
22,505

買掛金 7,016

未払金 61

(注) １　上記金額は、消費税等を含んで表示しております。

２　役員の兼任等については、平成20年３月31日現在で記載しております。

　

取引条件及び取引条件の決定方針等

日立キャピタル株式会社に対する買掛金については、当社、当社の仕入先、日立キャピタル株式会社の三者

間で基本契約を締結し、ファクタリング方式による決済を行っているものであります。
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(１株当たり情報)

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 1,671.36円１株当たり純資産額 1,622.64円

１株当たり当期純損失金額 288.77円１株当たり当期純損失金額 27.77円

　なお、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。

　なお、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。

(注)　算定上の基礎

１　１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額

　

項目
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当期純損失(百万円) 11,344 1,089

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る当期純損失 (百万円) 11,344 1,089

普通株式の期中平均株式数(千株) 39,284 39,251

　

２　１株当たり純資産額

　

項目
前連結会計年度末
平成19年３月31日

当連結会計年度末
平成20年３月31日

純資産の部の合計額(百万円) 67,396 65,165

純資産の部の合計額から控除する金額(百
万円)

1,765 1,488

　（うち少数株主持分） (1,765) (1,488)

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 65,630 63,677

１株当たり純資産額の算定に用いられた期
末の普通株式の数(千株)

39,268 39,242

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

　

【借入金等明細表】

　

区分
前期末残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)　(注1)

返済期限

短期借入金 625 ― ― ―

１年以内に返済予定の
長期借入金

― ― ― ―

長期借入金(１年以内に
返済予定のものを除
く。)　

― 40 0.0 ―

その他の有利子負債
預り保証金

347 354 2.6 ―

合計 972 394 ― ―

(注)１　平均利率は期末借入金残高及び期末日の借入金利率で算定しております。

　

(2) 【その他】

該当事項はありません。
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】
　

前事業年度
(平成19年３月31日)

当事業年度
(平成20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
(％)

(資産の部)
Ⅰ　流動資産
　１　現金及び預金 3,778 3,576
　２　受取手形 ※４ 4,472 4,439
　３　売掛金 ※２ 26,427 26,411
　４　有価証券 3,610 545
　５　商品 135 165
　６　製品 ※１ 7,252 7,143
　７　材料 1,255 1,041
　８　仕掛品 7,427 7,464
　９　繰延税金資産 2,539 2,977
　10　未収入金 ― 997
　11　短期貸付金 17 574
　12　預け金 ※２ 13,065 13,759
　13　その他 687 135
　　　貸倒引当金 △26 △3
　　流動資産合計 70,64272.6 69,22671.0
Ⅱ　固定資産
　(1) 有形固定資産
　　１　建物 13,015 13,576
　　　　減価償却累計額及び
　　　　減損損失累計額

△7,654 5,361 △8,108 5,468

　　２　構築物 603 618
　　　　減価償却累計額及び
　　　　減損損失累計額

△457 145 △470 148

　　３　機械装置 7,555 7,514
　　　　減価償却累計額及び
　　　　減損損失累計額

△6,180 1,375 △6,316 1,197

　　４　車両運搬具 17 17
　　　　減価償却累計額及び
　　　　減損損失累計額

△14 3 △15 1

　　５　工具器具備品 10,296 11,169
　　　　減価償却累計額及び
　　　　減損損失累計額

△8,569 1,726 △8,913 2,256

　　６　土地 ※３ 5,682 5,682
　　７　建設仮勘定 140 115
　　有形固定資産合計 14,43314.8 14,86915.2
　(2) 無形固定資産
　　１　特許権 31 23
　　２　商標権 3 2
　　３　ソフトウェア 2,011 3,170
　　４　施設利用権 51 48
　　無形固定資産合計 2,0972.2 3,2453.3
　(3) 投資その他の資産
　　１　投資有価証券 4,782 4,872
　　２　関係会社株式 1,990 1,990
　　３　関係会社出資金 1,091 1,251
　　４　従業員長期貸付金 10 2
　　５　関係会社長期貸付金 900 858
　　６　長期前払費用 370 293
　　７　その他 941 932
　　投資その他の資産合計 10,08610.4 10,20110.5
　　固定資産合計 26,61727.4 28,31629.0
　　資産合計 97,259100.0 97,542100.0
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　 前事業年度
(平成19年３月31日)

当事業年度
(平成20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
(％)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

　１　支払手形 ※４ 376 410

　２　買掛金 18,697 19,245

　３　未払金 371 1,600

　４　未払費用 3,564 3,289

　５　未払法人税等 39 111

　６　前受金 542 624

　７　預り金 437 492

　８　製品保証等引当金 1,029 1,166

　９　設備関係支払手形 53 6

　10　その他 124 111

　　流動負債合計 25,23626.0 27,05827.8

Ⅱ　固定負債

　１　長期借入金 ― 40

　２　退職給付引当金 8,998 8,643

　３　役員退職慰労引当金 490 414

　４　繰延税金負債 195 236

　５　再評価に係る繰延
　　　税金負債

※３ 1,612 1,612

　　固定負債合計 11,29711.6 10,94811.2

　　負債合計 36,53437.6 38,00639.0

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 13,88414.3 13,88414.2

　２　資本剰余金

　　　　資本準備金 21,206 21,206

　　　　資本剰余金合計 21,20621.8 21,20621.7

　３　利益剰余金

　　(1) 利益準備金 798 798

　　(2) その他利益剰余金

　　　　別途積立金 38,968 38,968

　　　　繰越利益剰余金 △10,986 △12,201

　　　　利益剰余金合計 28,78029.6 27,56528.3

　４　自己株式 △366△0.4 △394△0.4

　　　株主資本合計 63,50465.3 62,26163.8

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券評価
　　　差額金

275 0.2 328 0.3

　２　土地再評価差額金 ※３ △3,053△3.1 △3,053△3.1

　　　評価・換算差額等合計 △2,778△2.9 △2,724△2.8

　　　純資産合計 60,72562.4 59,53661.0

　　　負債純資産合計 97,259100.0 97,542100.0
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② 【損益計算書】

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20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
(％)

Ⅰ　売上高

　１　商品売上高 3,791 4,745

　２　製品売上高 85,898 89,689100.0 79,639 84,384100.0

Ⅱ　売上原価

　１　商品期首たな卸高 296 135

　２　製品期首たな卸高 7,623 7,252

　３　当期商品仕入高 2,983 3,803

　４　当期製品製造原価 ※１ 68,637 63,485

　　　　合計 79,541 74,676

　５　他勘定振替高 ※２ 2,532 1,669

　６　商品期末たな卸高 135 165

　７　製品期末たな卸高 7,252 69,62077.6 7,143 65,69877.9

　　売上総利益 20,06922.4 18,68522.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1.3 21,78724.3 19,36922.9

　　営業損失(△) △1,718△1.9 △684△0.8

Ⅳ　営業外収益

　１　受取利息 71 145

　２　有価証券利息 26 9

　３　受取配当金 ※４ 1,550 1,963

　４　雑収益 72 1,7211.9 128 2,2472.6

Ⅴ　営業外費用

　１　支払利息 9 9

　２　たな卸資産処分損 215 542

　３　固定資産処分損 ※５ 272 67

　４　為替差損
　５　発注解約損失

―
　　　　　82

443
　　　　　―

　６　雑損失 157 738 0.8 36 1,0991.3

　　経常利益又は経常損失(△) △734△0.8 463 0.5

Ⅵ　特別利益

　　　投資有価証券売却益 208 208 0.2 ― ― ―

Ⅶ　特別損失

　１　たな卸資産処分損 ※６ 2,743 ―

　２　減損損失 ※８ ― 161

　３　投資有価証券評価損 127 24

　４　関係会社整理損 ※７ 1,489 ―

　５　早期退職割増金
　６　その他

※９
※10

―
　　　　　―

　　　 4,360 4.9
1,471
81

1,7382.0

　　税引前当期純損失(△)　　 △4,887△5.5 △1,274△1.5

　　法人税、住民税及び事業税 32 24

　　法人税等調整額 7,382 7,4148.2 △438 △414△0.5

　　当期純損失(△) △12,301△13.7 △860△1.0
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製造原価明細書

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20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
(％)

Ⅰ　材料費 50,938 75.0 48,912 74.1

Ⅱ　労務費 11,425 16.8 12,126 18.3

Ⅲ　経費 ※１ 5,526 8.2 5,002 7.6

　　当期総製造費用 67,890100.0 66,042100.0

　　期首仕掛品たな卸高 10,383 7,427

合計 78,274 73,469

　　他勘定振替高 ※２ 2,209 2,520

　　期末仕掛品たな卸高 7,427 7,464

　　当期製品製造原価 68,637 63,485

　

(脚注)

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

※１　経費の主な内訳は次の通りであります。

賃借料 1,119百万円

減価償却費 1,020

外注経費 816

外注加工費 64

　

※１　経費の主な内訳は次の通りであります。

賃借料 1,159百万円

減価償却費 1,513

外注経費 856

外注加工費 47

　

※２　他勘定振替高の内訳は次の通りであります。

販売費及び一般管理費 1,582百万円

その他 626

合計 2,209

　

※２　他勘定振替高の内訳は次の通りであります。

販売費及び一般管理費 1,554百万円

その他 965

合計 2,520

　

原価計算の方法

個別原価計算を採用しております。

原価計算の方法

同左
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③ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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

事業年度中の変動額

　剰余金の配当

　当期純損失

　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
　事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(百万円) ― ― △0 △0

平成19年３月31日残高(百万円) 13,884 21,206 ― 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

事業年度中の変動額

　剰余金の配当 △471 △471 △471

　当期純損失 △12,301 △12,301 △12,301

　自己株式の取得 △48 △48

　自己株式の処分 △0 △0 4 3

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(百万円) ― ― △12,773 △12,773 △44 △12,817

平成19年３月31日残高(百万円) 798 38,968 △10,986 28,780 △366 63,504

　

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

事業年度中の変動額

　剰余金の配当 △471

　当期純損失 △12,301

　自己株式の取得 △48

　自己株式の処分 3

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額)

117 117 117

事業年度中の変動額合計(百万円) 117 ― 117 △12,700

平成19年３月31日残高(百万円) 275 △3,053 △2,778 60,725
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当事業年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

　
株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成19年３月31日残高(百万円) 13,884 21,206 21,206

事業年度中の変動額

　剰余金の配当

　当期純損失

　自己株式の取得

　自己株式の処分

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(百万円) ― ― ―

平成20年３月31日残高(百万円) 13,884 21,206 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19年３月31日残高(百万円) 798 38,968 △10,986 28,780 △366 63,504

事業年度中の変動額

　剰余金の配当 △353 △353 △353

　当期純損失 △860 △860 △860

　自己株式の取得 △30 △30

　自己株式の処分 △0 △0 2 1

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(百万円) ― ― △1,214 △1,214 △28 △1,243

平成20年３月31日残高(百万円) 798 38,968 △12,201 27,565 △394 62,261

　

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19年３月31日残高(百万円) 275 △3,053 △2,778 60,725

事業年度中の変動額

　剰余金の配当 △353

　当期純損失 △860

　自己株式の取得 △30

　自己株式の処分 1

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額)

53 53 53

事業年度中の変動額合計(百万円) 53 ― 53 △1,189

平成20年３月31日残高(百万円) 328 △3,053 △2,724 59,536

　

EDINET提出書類

株式会社日立メディコ(E02314)

有価証券報告書

73/99



重要な会計方針

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１　有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式

移動平均法に基づく原価法

１　有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式

同左

(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

同左

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

２　デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法

２　デリバティブの評価基準及び評価方法

同左

３　たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 商品

個別法または移動平均法に基づく低価法

３　たな卸資産の評価基準及び評価方法

(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

(3) 材料

移動平均法に基づく低価法

(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　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

４　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

　　　 同左

─────────    （会計方針の変更）

  当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平

成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更して

おります。

これに伴い、営業損失は115百万円増加し、経常利益は

115百万円減少し、税引前当期純損失は115百万円増加

しております。

  (追加情報）

　当社は、法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日以前

に取得した資産については、改正前の法人税法に基づ

く減価償却の方法の適用により取得価額の5％に到達

した事業年度の翌事業年度より、取得価額の5％相当額

と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しております。

　この結果、従来の方式に比べ、営業損失は111百万円増

加し、経常利益は111百万円減少し、税引前当期純損失

は111百万円増加しております。
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　 前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

(2) 無形固定資産

イ　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

イ　市場販売目的のソフトウェア

同左

ロ　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

ロ　自社利用のソフトウェア

同左

ハ　その他

定額法

ハ　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

５　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。

５　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

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における

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(16～17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。

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、翌期から

費用処理することとしております。

(3) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当期末における退

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(16～17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。

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、翌期から

費用処理することとしております。

(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) 役員退職慰労引当金

同左

６　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。

６　リース取引の処理方法

同左

７　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

　消費税等の会計処理

　　　消費税及び地方消費税の会計処理については、税抜方

式によっております。

７　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

同左

───────── (2) 連結納税制度の適用

当事業年度から連結納税制度を適用しておりま

す。
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財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

当事業年度から「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60,725百

万円であります。

なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部に

ついては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸

表等規則により作成しております。

─────────

　

表示方法の変更

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

───────── 　前事業年度において流動資産の「その他」に含んでお
りました「未収入金」は資産の総額の100分の1を超え
たため、当事業年度から区分掲記することといたしまし
た。
　なお、前事業年度の流動資産の「その他」に含まれて
いる「未収入金」は602百万円であります。 
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注記事項

(貸借対照表関係)

　
前事業年度

(平成19年３月31日)
当事業年度

(平成20年３月31日)

※１　共同研究・デモ用等として貸出している貸付品か

ら直接控除した評価損

製品 340百万円

※１　共同研究・デモ用等として貸出している貸付品か

ら直接控除した評価損

製品 170百万円

※２　関係会社に対する資産

売掛金 6,504百万円

預け金 13,065

※２　関係会社に対する資産

売掛金 6,974百万円

預け金 13,759

※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」として純資産の部に計

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期末における時価と

再評価後の帳簿価額との差額

…△1,171百万円
 ※４　当事業年度末日満期手形

当事業年度末日は金融機関の休日でしたが、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 263百万円

  支払手形 29

  ５　保証債務
　　    従業員の銀行借入債務（住宅資金融資）に対
      する保証117百万円

※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」として純資産の部に計

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期末における時価と

再評価後の帳簿価額との差額

…△1,199百万円
※４            ─────────

 

 

 
   ５　保証債務
　　     従業員の銀行借入債務（住宅資金融資）に対
       する保証106百万円
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(損益計算書関係)

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

※１　研究開発費の総額
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発
費

8,202百万円

※１　研究開発費の総額
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発
費

6,055百万円
※２　他勘定振替高の内訳は次の通りであります。

販売費及び一般管理費 957百万円

その他 1,574

合計 2,532

※２　他勘定振替高の内訳は次の通りであります。

販売費及び一般管理費 797百万円

その他 871

合計 1,669

※３　販売費及び一般管理費のうち主要なものは次の通
りであります。

発送費 1,211百万円

販売手数料 35

貸付品評価損 378

製品保証等引当金繰入額 1,556

給料諸手当 6,706

退職給付費用 274

役員退職慰労引当金繰入額 130

福利厚生費 1,246

減価償却費 245

賃借料 1,408

旅費 916
研究開発費

 

1,713

 
     なお、販売費及び一般管理費に占める販売費の割合

は約６割であります。

※３　販売費及び一般管理費のうち主要なものは次の通
りであります。

発送費 1,034百万円

販売手数料 20

貸付品評価損 280

製品保証等引当金繰入額 1,166

給料諸手当 6,519

退職給付費用 377

役員退職慰労引当金繰入額 112

福利厚生費 1,199

減価償却費 230

賃借料 1,199

旅費 905

研究開発費 1,420

外注経費 1,092

　　　なお、販売費及び一般管理費に占める販売費の割合は
約６割であります。

※４　各科目に含まれている関係会社に対するものは、次
の通りであります。

受取配当金 1,526百万円
　

※４　各科目に含まれている関係会社に対するものは、次
の通りであります。
売上高                       17,560百万円
受取配当金  1,903

　
※５　固定資産処分損の内訳は次の通りであります。

建物 152百万円

構築物 1

機械装置 28

工具器具備品 62

ソフトウェア 24

その他 2

合計 272

※５　固定資産処分損の内訳は次の通りであります。

建物 15百万円

構築物 1

機械装置 9

工具器具備品 40

ソフトウェア ―

その他 ―

合計 67

※６　たな卸資産処分損の内容は、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、主として過剰と思わ
れる資産を評価減・滅却したものであります。

※６            ─────────　

※７　関係会社整理損の内容は、子会社であったアイソル
 テクノロジー インクの株式評価損及び当該会社
との債権放棄に係る損失であります。

※７            ─────────　
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　 前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

※８            ─────────　 ※８　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。

場所 東京都中央区築地

用途 遊休資産

種類 建物及び建物附属設備等

金額 161百万円

　　　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。
当該遊休資産については、機器開発目的の研究へ
の使用が完了したため回収可能価額まで減額し、
当該減損額を減損損失（161百万円）として特別
損失に計上しております。
　なお、回収可能価額は使用価値を備忘価額として
測定しております。

※９            ─────────　 ※９　早期退職割増金の内容は、事業構造改革の一環　　　　
　として適正人員の実現と経営効率化を図るべく
早期退職優遇制度を実施したことに係る損失であ
ります。

※10            ─────────　　 ※10　特別損失のその他の内容は、北米の研究開発部門人

員削減に要した費用39百万円と、再生医療の研究

開発終了に伴う研究施設等を滅却した費用42百万

円であります。

　

EDINET提出書類

株式会社日立メディコ(E02314)

有価証券報告書

79/99



(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株） 237,477 37,500 3,000 271,977 

　
（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

　単元未満株式の買取りによる増加　 37,500株

減少数の主な内訳は、次の通りであります。

　単元未満株式の株主からの売り渡し請求による減少　3,000株

　

当事業年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株） 271,977 26,525 　 1,500 　　 297,002 　　

　
（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

　単元未満株式の買取りによる増加　 26,525株

減少数の主な内訳は、次の通りであります。

　単元未満株式の株主からの売り渡し請求による減少　1,500株
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(リース取引関係)

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20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

及び期末残高相当額

　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 36 29 7

工具器具
備品

1,246 695 550

合計 1,283 725 558

(注)　リース資産に配分された減損損失はありません。

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 15 15 0

工具器具
備品

1,033 679 354

合計 1,049 694 355

(注)　リース資産に配分された減損損失はありません。

②　未経過リース料期末残高相当額

１年内 265百万円

１年超 299百万円

合計 565百万円

②　未経過リース料期末残高相当額

１年内 203百万円

１年超 156百万円

合計 360百万円

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 387百万円

減価償却費相当額 375百万円

支払利息相当額 9百万円

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 283百万円

減価償却費相当額 274百万円

支払利息相当額 6百万円

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

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

　

(有価証券関係)

前事業年度(平成19年３月31日)

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。

　

当事業年度(平成20年３月31日)

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。
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(税効果会計関係)

　
前事業年度

(平成19年３月31日)
当事業年度

(平成20年３月31日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

　　繰延税金資産

　製品保証等引当金 417百万円

　棚卸資産評価損 524

　未払賞与 776

　退職給付引当金　 3,842

　ソフトウェア償却超過 827

　

　税務上の繰越欠損金 2,276

　その他 828

　繰延税金資産小計 9,490

　評価性引当額 △6,951

繰延税金資産合計 2,539

　　繰延税金負債

　その他有価証券評価差額金 △195

繰延税金負債合計 △195

繰延税金資産の純額 2,343
　

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

　　繰延税金資産

　製品保証等引当金 472百万円

　棚卸資産評価損 601

　未払賞与 726

　退職給付引当金　 3,668

　ソフトウェア償却超過 753

　早期退職割増金 523

　税務上の繰越欠損金 1,709

　その他 839

　繰延税金資産小計 9,291

　評価性引当額 △6,314

繰延税金資産合計 2,977

　　繰延税金負債

　その他有価証券評価差額金 △236

繰延税金負債合計 △236

繰延税金資産の純額 2,740
　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

　　

　　当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため

注記を省略しております。

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

　　同左
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(１株当たり情報)

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 1,546.44円１株当たり純資産額 1,517.12円

１株当たり当期純損失 313.15円１株当たり当期純損失 21.93円

　なお、潜在株式調整後１株当たり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。

　なお、潜在株式調整後１株当たり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。

(注)　算定上の基礎

　１　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

　

項目
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当期純損失(△)(百万円) △12,301 △860

普通株式に係る当期純損失(△)(百万円) △12,301 △860

普通株式の期中平均株式数(千株) 39,284 39,251

　２　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

　

項目
前事業年度

平成19年３月31日
当事業年度

平成20年３月31日

期末純資産(百万円) 60,725 59,536

普通株式の期末発行済株式数(千株) 39,268 39,242

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

　

銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(百万円)

(投資有価証券)

その他有価証券

 アロカ㈱ 3,500,000 4,599

 メダシス エスエー　　 1,130,843 200

 ㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 28,000 24

 ㈱日本エフピー企画 400 20

 ㈱みずほファイナンシャルグループ 43 15

 ㈱医療福祉総合研究所 300 12

 その他（4銘柄） 1,124,646 0

計 5,784,232 4,872
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【その他】

　

種類及び銘柄 投資口数等(百万口) 貸借対照表計上額(百万円)

(有価証券)

その他有価証券

 大和證券投資信託委託㈱ＭＭＦ 301 301

 野村アセットマネジメントＭＭＦ 201 201

 野村アセットマネジメントＦＦＦ 42 42

計 545 545
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【有形固定資産等明細表】

　

資産の種類
前期末残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価償
却累計額及び
減損損失累計
額又は償却累
計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

　建物 13,015 689 128 13,576 8,108 577 5,468

(146)

　構築物 603 21 5 618 470 18 148

　機械装置 7,555 126 167 7,514 6,316 296 1,197

　車両運搬具 17 ― 0 17 15 1 1

　工具器具備品 10,2961,643 770 11,169 8,913 1,012 2,256

(14)

　土地 5,682 ― ― 5,682 ― ― 5,682

　建設仮勘定 140 2,455 2,480 115 ― ― 115

有形固定資産計 37,3104,936 3,55338,693 23,8231,90514,869

(161)

無形固定資産

　特許権 62 ― ― 62 39 7 23

　商標権 6 ― ― 6 3 0 2

　ソフトウェア 5,734 3,127 951 7,910 4,740 1,020 3,170

　施設利用権 103 ― ― 103 55 2 48

無形固定資産計 5,906 3,127 951 8,083 4,838 1,032 3,245

長期前払費用 1,042 57 ― 1,099 805 134 293

繰延資産

― ― ― ― ― ― ― ―

繰延資産計 ― ― ― ― ― ― ―

(注) １.「当期償却額」欄の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
　　 ２.当期増加額及び当期減少額のうち主なものは次の通りであります。

資産の種類 増減区分 資産内容 金額

建物 増加額 日立メディカルテクニカルアカデミー棟 575百万円

工具器具備品 増加額 共同研究（Echelon６台） 500百万円

ソフトウエア仮勘定 増加額 EchelonV1.4販売用ソフトウエア 373百万円
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【引当金明細表】

　

区分
前期末残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金(注) 26 3 3 22 3

製品保証等引当金 1,029 1,166 1,029 ― 1,166

役員退職慰労引当金 490 112 140 48 414

(注)　１.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

２.役員退職慰労引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、引当金計上額と実際支給額の支給差額による

　ものであります。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

(a) 流動資産

(イ)現金及び預金

　

区分 金額(百万円)

現金 16

預金の種類

当座・普通預金 3,560

定期預金 ―

小計 3,560

合計 3,576

　

(ロ)受取手形

(ⅰ)主要相手先別明細

　

相手先 金額(百万円)

中外メディカル（韓国） 621

クルト＆クルト（トルコ） 332

中北薬品㈱ 275

サンメディックス㈱ 236

コニカミノルタヘルスケア㈱ 232

その他(注) 2,741

合計 4,439

(注)　 グリーンホスピタルサプライ㈱他

　

(ⅱ)期日別明細

　

期日別 金額(百万円)

平成20年４月満期 1,254

平成20年５月満期 1,555

平成20年６月満期 969

平成20年７月満期 155

平成20年８月満期 171

平成20年９月以降満期 332

合計 4,439
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(ハ)売掛金

(ⅰ)主要相手先別明細

　

相手先 金額(百万円)

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

4,015

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

1,479

エサオテ　ビオメディカ　エスペア 1,413

ヒタチ　メディカル　システムズ　アメリカ　インク 886

㈱八神製作所 636

その他(注) 17,978

合計 26,411

(注)　富士フイルムメディカル㈱他

　

(ⅱ)滞留状況

　
期首売掛金残高
(百万円)

(Ａ)

当期発生高
(百万円)

(Ｂ)

当期回収高
(百万円)

(Ｃ)

期末売掛金残高
(百万円)

(Ｄ)

回収率(％)
(Ｃ)

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
{(Ａ)＋(Ｄ)}÷２
(Ｂ)÷366

26,427 87,466 87,482 26,411 76.8 110.6

(注)　消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。

　

(ニ)商品

　

区分 金額(百万円)

医用画像管理システム 165

合計 165

　

(ホ)製品

　

区分 金額(百万円)

コンピュータ断層装置 2,314

X線装置 1,943

医用電子装置 2,191

その他 694

合計 7,143
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(ヘ)材料

　

区分 金額(百万円)

電気・計測機器 212

電子配線部品 199

ＣＴ用電子応用部品 105

半導体 62

機械部品 53

機械加工外注 37

その他 370

合計 1,041

　

(ト)仕掛品

　

区分 金額(百万円)

コンピュータ断層装置 4,156

X線装置 1,683

医用電子装置 1,258

その他 366

合計 7,464

　

(チ)預け金

　

相手先 金額(百万円)

㈱日立製作所(注) 13,759

合計 13,759

(注)　プーリング制度
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(b) 流動負債

(イ)支払手形

(ⅰ)主要相手先別明細

　

相手先 金額(百万円)

名自車体㈱ 168

富士エレクトロニクス㈱ 43

㈱トーメンエレクトロニクス 41

コニカミノルタヘルスケア㈱ 32

東京特殊電線㈱ 27

その他(注) 96

合計 410

(注)　オリジン電気㈱他

　

(ⅱ)期日別明細

　

期日別 金額(百万円)

平成20年４月満期 170

平成20年５月満期 96

平成20年６月満期 109

平成20年７月満期 33

合計 410

　

(ロ)買掛金

主要相手先別明細

　

相手先 金額(百万円)

日立キャピタル㈱(注)１ 7,016

カナデン㈱ 698

日立ソフトウエアエンジニアリング㈱ 683

エレクタ㈱ 608

㈱日立物流 600

その他(注)２ 9,637

合計 19,245

(注) １　ファクタリング取引契約を締結しております。

２　㈱日立情報制御ソリューションズ他
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(d) 固定負債

(イ)退職給付引当金

　

区分 金額(百万円)

退職給付債務 25,451

未認識過去勤務債務 △1,700

未認識数理計算上の差異 4,244

年金資産 14,264

合計 8,643

　

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 毎年４月１日から翌年３月末日まで

定時株主総会 毎年６月

基準日 ３月末日

株券の種類
1,000株券、10,000株券、100,000株券並びに当会社が特に必要と認めた株式数を表示し
た株券

剰余金の配当の基準日 毎年３月末日又は９月末日

単元株式数 1,000株

株式の名義書換え

　　取扱場所
東京都千代田区大手町二丁目６番２号（日本ビル４階）
東京証券代行株式会社本店

　　株主名簿管理人
東京都千代田区大手町二丁目６番２号（日本ビル４階） 
東京証券代行株式会社

　　取次所 中央三井信託銀行株式会社の本店及び全国各支店

　　名義書換手数料 無料

　　新券交付手数料 無料

単元未満株式の
買取り・売渡し

　　取扱場所
東京都千代田区大手町二丁目６番２号（日本ビル４階） 
東京証券代行株式会社本店

　　株主名簿管理人
東京都千代田区大手町二丁目６番２号（日本ビル４階） 
東京証券代行株式会社

　　取次所 中央三井信託銀行株式会社の本店及び全国各支店

　　買取・売渡手数料 株式の売買の委託に係わる手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

電子公告の方法により行います。
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができ
ない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。
公告掲載URL(http://www.hitachi-medical.co.jp/)

株主に対する特典 該当事項はありません。

(注)　平成18年６月21日開催の定時株主総会において定款を一部変更し、単元未満株式についての権利について次のと

おりとなりました。

「　当会社の株主（実質株主を含む。以下同じ。）は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権

利を行使することができない。

　　　　 １．会社法第189条第２項各号に掲げる権利

　　　　 ２．株主割当てによる募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

　　　　 ３．本定款に定める権利

　　　　   当会社の単元未満株主は、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを当

会社に対し請求することができる。」
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

　

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度　第91期(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)平成19年６月22日関東財務局長に提出

(2) 有価証券報告書の訂正報告書

事業年度　第91期(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)平成19年９月27日関東財務局長に提出

(3) 半期報告書

事業年度　第92期中(自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日)平成19年12月21日関東財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書

　

平成19年６月21日

株式会社日立メディコ

執行役社長　稲員　裕三　殿

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　　㊞

　

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連結財務諸表、

すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び

連結附属明細表について監査を行った。この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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に連結財務諸表に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。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行

われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として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企業会計の基準に準拠

して、株式会社日立メディコ及び連結子会社の平成19年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示している

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

　

※　上記は、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、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保

管しております。
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独立監査人の監査報告書

　

平成20年６月24日

株式会社日立メディコ

執行役社長　浜松　潔　殿

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　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づ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19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の連結

財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー

計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に連結財務諸表に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。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行

われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として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企業会計の基準に準拠

して、株式会社日立メディコ及び連結子会社の平成20年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示している

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

　

※　上記は、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、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保

管しております。
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独立監査人の監査報告書

　

平成19年６月21日

株式会社日立メディコ

執行役社長　稲員　裕三　殿

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　　㊞

　

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期事業年度の財務諸表、す

なわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表

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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に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。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して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企業会計の基準に準拠し

て、株式会社日立メディコの平成19年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成

績をすべての重要な点において適正に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

　

※　上記は、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、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保

管しております。
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独立監査人の監査報告書

　

平成20年６月24日

株式会社日立メディコ

執行役社長　浜松　潔　殿

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　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づ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19年４月１日から平成20年３月31日までの第92期事業年度の財

務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。こ

の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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に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。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して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企業会計の基準に準拠し

て、株式会社日立メディコの平成20年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成

績をすべての重要な点において適正に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

　

※　上記は、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、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保

管しております。
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