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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第93期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第92期

会計期間

自　平成20年
　　　4月 1日
至　平成20年
　　　6月30日

自　平成19年
　　4月　1日
至　平成20年
　　3月31日

売上高 (百万円) 23,495 110,386

経常利益 (百万円) 880 2,413

四半期純利益又は当期純損失（△） (百万円) 474 △1,089

純資産額 (百万円) 66,003 65,165

総資産額 (百万円) 106,077 111,364

１株当たり純資産額 (円) 1,641.701,622.64

１株当たり四半期純利益
　又は当期純損失（△）

(円) 12.08 △27.77

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ―

自己資本比率 (％) 60.7 57.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,567 3,487

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △887 △3,984

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △172 △1,514

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 18,524 21,213

従業員数 (名) 3,563 3,604

(注)　１　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しており　ま

せん。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成20年６月30日現在

従業員数(名) 3,563

(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６月30日現在

従業員数(名) 2,275

(注) 従業員数は、就業人員であります。

　

　

EDINET提出書類

株式会社日立メディコ(E02314)

四半期報告書

 3/25



第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第１四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円)

医療機器 16,971

(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) 受注実績

当第１四半期連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円)

医療機器 23,663

医療情報システム 2,483

合計 26,146

(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

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円)

医療機器 21,341

医療情報システム 2,154

合計 23,495

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 経営成績の分析

当第１四半期までの状況は、売上高234億９千５百万円（前年同期比15.8％増）、営業利益５億４千９百

万円、経常利益８億８千万円、四半期純利益４億７千４百万円となりました。

　

事業の種類別セグメントの業績は、次の通りであります。

①医療機器事業

売上高は、APERTO Inspireなどの国内向けＭＲイメージング装置、診断用超音波装置、他社製品販売及

びサービスなどが前年同期を上回ったことから、前年同期比24億円（12.7％増）増の213億４千１百万円

となりました。 

　営業利益は、この増収効果により６億９千７百万円の黒字となりました。

②医療情報システム事業

売上高は、健診システム、電子カルテシステムなどが前年同期を上回ったことから、前年同期比８億７

百万円（59.9％増）増の21億５千４百万円となりました。

　営業損失は、増収効果により改善いたしましたが、１億４千３百万円となりました。

　

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

売上高は、ＭＲイメージング装置、医療情報システム事業、他社製品販売及びサービスが伸びたことか

ら、前年同期比32億５百万円（20.3％増）増の189億５千７百万円となりました。

　営業損失は、大幅に改善いたしましたが、３千９百万円となりました。

②北米

売上高は、ＭＲイメージング装置、Ｘ線ＣＴ装置及びサービスが減少し、前年同期比14億４百万円

（29.5％減）減の33億６千３百万円となりました。

　営業利益は、前年同期比３億６千２百万円（45.1％減）減の４億４千万円となりました。

③欧州

売上高は、ＭＲイメージング装置、Ｘ線ＣＴ装置及び診断用超音波装置が好調で、前年同期比８億４千

６百万円（29.0％増）増の37億６千４百万円となりました。

　前年同期は営業損失でしたが、当第１四半期は増収効果により１億４千５百万円の営業利益となりまし

た。

④その他

売上高は、中国では伸ばしましたが、その他アジア市場にて減少し、前年同期比２億７千３百万円

（17.7％減）減の12億６千６百万円となりました。 

　営業利益は、前年同期比２百万円（49.8％減）減の２百万円となりました。
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(2) 財政状態の分析

当第１四半期末の財政状態は、総資産が前連結会計年度末と比べて52億８千６百万円減少し、1,060億７

千７百万円となりました。これは、受取手形及び売掛金の68億２千２百万円減少、預け金の19億７千７百万

円減少、棚卸資産の32億１千６百万円増加などによるものです。

負債は、前連結会計年度末と比べて61億２千４百万円減少し、400億７千４百万円となりました。これは支

払手形及び買掛金の29億１千万円減少、流動負債その他の25億４千１百万円減少などによるものです。

純資産は、前連結会計年度末と比べて８億３千８百万円増加し、660億３百万円となりました。これは、主

として利益剰余金の２億９千６百万円増加、その他有価証券差額金の３億９千３百万円増加などによるも

のです。
　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動、投資活動及び財務活動による

キャッシュ・フローの減少により、前連結会計年度末に比べて26億８千８百万円減少し、185億２千４百万

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は、15億６千７百万円の減少となりました。これは、売上債権の減少68億２千２百

万円による資金の増加、及び未払賞与の減少10億６千４百万円、たな卸資産の増加30億２百万円、仕入債

務の減少28億４千３百万円などによる資金の減少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は、８億８千７百万円の減少となりました。これは、有形・無形固定資産の取得に

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は、１億７千２百万円の減少となりました。これは配当金の支払等によるもので

あります。

　

(4) 事業上及び財政上の対処すべき課題

（当面の対処すべき課題の内容と対処方針）

当第１四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。

（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。

　
(5) 研究開発活動

当第１四半期連結会計期間の研究開発費の総額は1,397百万円であります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除去等に

ついて、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

また、当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除去等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種　　類 発行可能株式総数(株)

普通株式 158,000,000

計 158,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年８月８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20年６月30日 ― 39,540 ― 13,884 ― 21,206

　

　

(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成20年３月31日の株主名簿により記載しております。

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

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
　４月 　５月 　６月

最高(円) 820 855 834

最低(円) 640 762 796

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありませ

ん。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

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

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間(平成20年　４月

１日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半

期レビューを受けております。

　なお、新日本有限責任監査法人は、新日本監査法人が平成20年７月１日をもって監査法人の種類の変更を

行った後の法人名称です。
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１【四半期連結財務諸表】
　（1）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第1四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,196 6,908

受取手形及び売掛金 27,098 33,920

有価証券 546 545

商品 412 316

製品 12,372 15,062

原材料 5,349 1,284

仕掛品 9,430 7,684

預け金 11,781 13,759

その他 5,845 5,343

貸倒引当金 △498 △528

流動資産合計 78,534 84,295

固定資産

有形固定資産 ※1
 16,062

※1
 16,435

無形固定資産 4,278 3,925

投資その他の資産 7,202 6,707

固定資産合計 27,543 27,068

資産合計 106,077 111,364

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 17,779 20,689

未払法人税等 548 462

製品保証引当金 1,640 1,751

その他 9,027 11,568

流動負債合計 28,995 34,472

固定負債

退職給付引当金 8,496 9,307

役員退職慰労引当金 354 469

その他 2,227 1,949

固定負債合計 11,078 11,726

負債合計 40,074 46,198

純資産の部

株主資本

資本金 13,884 13,884

資本剰余金 21,206 21,206

利益剰余金 31,949 31,652

自己株式 △399 △394

株主資本合計 66,640 66,348

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 722 328

土地再評価差額金 △3,053 △3,053

為替換算調整勘定 104 53

評価・換算差額等合計 △2,226 △2,671

少数株主持分 1,589 1,488

純資産合計 66,003 65,165

負債純資産合計 106,077 111,364
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(2)【四半期連結損益計算書】
　　【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年 4月  1日
 至 平成20年 6月30日)

売上高 23,495

売上原価 14,065

売上総利益 9,430

販売費及び一般管理費 ※
 8,880

営業利益 549

営業外収益

受取利息 39

受取配当金 28

為替差益 181

その他 108

営業外収益合計 358

営業外費用

固定資産処分損 13

その他 15

営業外費用合計 28

経常利益 880

特別利益 －

特別損失

投資有価証券評価損 141

特別損失合計 141

税金等調整前四半期純利益 738

法人税等 205

少数株主利益 59

四半期純利益 474

EDINET提出書類

株式会社日立メディコ(E02314)

四半期報告書

12/25



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第1四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 738

減価償却費 942

長期前払費用償却額 21

製品保証引当金の増減額（△は減少） △120

未払賞与の増減額（△は減少） △1,064

退職給付引当金の増減額（△は減少） △800

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △115

貸倒引当金の増減額（△は減少） △44

受取利息及び受取配当金 △68

たな卸資産処分損 △71

投資有価証券評価損益（△は益） 141

のれん償却額 5

売上債権の増減額（△は増加） 6,822

未収入金の増減額（△は増加） △261

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,002

仕入債務の増減額（△は減少） △2,843

未払金の増減額（△は減少） △1,385

未払費用の増減額（△は減少） △545

預り金の増減額（△は減少） 453

その他の流動資産の増減額（△は増加） △76

その他の流動負債の増減額（△は減少） △29

その他 △111

小計 △1,412

利息及び配当金の受取額 77

利息の支払額 △0

法人税等の支払額 △232

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,567

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △887

その他 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △887

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 9

配当金の支払額 △176

その他 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー △172

現金及び現金同等物に係る換算差額 △61

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,688

現金及び現金同等物の期首残高 21,213

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 18,524
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

会計方針の変更

（1）棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基

準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号）

を当第１四半期連結会計期間から適用し、従来は個別

法または移動平均法に基づく低価法を採用しており

ましたが、当第１四半期連結会計期間から個別法また

は移動平均法に基づく原価法（収益性の低下による

簿価切下げの方法）に変更しております。 

　また、従来営業外費用に計上していた「たな卸資産

処分損」を売上原価に計上しております。 

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総

利益及び営業利益が54百万円、経常利益及び税金等調

整前四半期純利益が172百万円それぞれ増加しており

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。

（2）連結財務諸表作成における在外子会社の会計処

理に関する当面の取扱いの適用

「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理

に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会　平成

18年５月17日　実務対応報告第18号）を当第１四半期

連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を

行っております。 

　この結果、従来の方式によった場合に比べて、損益に

与える影響は軽微であります。

　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。

（3）リース取引に関する会計基準等の適用 

　所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、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したが、「リース取引に関する会

計基準」（企業会計基準第13号　平成19年3月30日改

正）及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第16号　平成19年3月30

日改正）が平成20年4月1日以後開始する連結会計年

度に係る四半期連結財務諸表から適用することがで

きることになったことに伴い、当第1四半期連結会計

期間から所有権移転外ファイナンス・リース取引に

ついては通常の売買取引に係る方法に準じた会計処

理によっております。 

　なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有

権移転外ファイナンス・リース取引については通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続

き採用しております。 

　この結果、当該変更に伴い固定資産に計上された

リース資産はなく損益に与える影響はありません。 

　また、リース取引開始日が適用初年度開始後の所有

権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資

産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年

数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用いたしま

す。
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【簡便な会計処理】

　

１　固定資産の減価償却費の算定方法

固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積り

を考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按分す

る方法によっております。 

 

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１　税金費用の計算

当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税

引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率

を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積

実効税率を乗じて計算しております。 

　但し、見積実効税率を使用できない会社については、

法定実効税率を使用しております。 

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示して

おります。

　

　

　

EDINET提出書類

株式会社日立メディコ(E02314)

四半期報告書

15/25



【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

※１　 有形固定資産減価償却累計額 26,792百万円 ※１　 有形固定資産減価償却累計額 26,203百万円

２　保証債務

連結会社以外の会社の入札及び履行に対し、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
　47百万円

その他 21

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

97百万円　　　

ミッドタウンメディカル
マネジメント

　　40

ホーマメディカルイメー
ジング 15

その他 58

　２　保証債務

連結会社以外の会社の入札及び履行に対し、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102百万円

　

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

　

　

(四半期連結損益計算書関係)

第１四半期連結累計期間

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

※　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。

     製品保証等引当金繰入額 　1,134百万円 

     給料諸手当 3,701　 

     退職給付費用 210
     役員退職慰労引当金繰入額 10  

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 6,196百万円

有価証券勘定       546　

預け金勘定  　11,781

現金及び現金同等物 18,524百万円
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計(累計)期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 39,540,000

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 303,861

　

　

３　新株予約権等に関する事項

　　該当事項はありません。

　

　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年５月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

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

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。

　

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。
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(リース取引関係)

リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っておりますが、当四半期連結会計期間におけるリー

ス取引残高は、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動はありません。

　

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動はありません。

　

　

(デリバティブ取引関係)

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）

　

対象物の種類が通貨関連のデリバティブ取引が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっ

ており、かつ、当該取引の契約額その他の金額に前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められ

ます。

　

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
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 899 902 △2

ユーロ 1,459 1,505 △46

合計 2,358 2,408 △49
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　

医療機器
(百万円)

医療情報　　
システム
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

21,341 2,154 23,495   ― 23,495

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― ― ― (―) ―

計 21,341 2,154 23,495 ― 23,495

営業利益又は営業損失（△） 697 △143 553 (3) 549

(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　棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載の通り、「棚卸資産の評価に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号）を当第１四半期連結会計期間か

ら適用し、従来は個別法または移動平均法に基づく低価法を採用しておりましたが、当第１四半期連結会計期間

から個別法または移動平均法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 

　また、従来営業外費用に計上していた「たな卸資産処分損」を売上原価に計上しております。 

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、「医療機器」の営業利益が53百万円増加し、「医療情報システ

ム」の営業利益が１百万円増加しております。

３　連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載の通り、「連結財務諸表作成にお

ける在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会　平成18年５月17日　実務対応報告第

18号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

　この結果、従来の方式によった場合に比べて、各セグメントの営業損益に与える影響はありません。
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【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30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)

売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

15,6303,262 3,764 838 23,495 ― 23,495

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

3,327 100 ― 427 3,855(3,855) ―

計 18,9573,363 3,764 1,26627,350(3,855)23,495

営業利益又は営業損失（△） △39 440 145 2 549 ― 549

(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　棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載の通り、「棚卸資産の評価に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号）を当第１四半期連結会計期間か

ら適用し、従来は個別法または移動平均法に基づく低価法を採用しておりましたが、当第１四半期連結会計期間

から個別法または移動平均法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 

　また、従来営業外費用に計上していた「たな卸資産処分損」を売上原価に計上しております。 

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業利益が90百万円増加し、「北米」の営業利益が35

百万円減少しております。

４　連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載の通り、「連結財務諸表作成にお

ける在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会　平成18年５月17日　実務対応報告第

18号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

　この結果、従来の方式によった場合に比べて、各セグメントの営業損益に与える影響はありません。
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【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　

北米 欧州 その他 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 3,513 4,684 1,968 10,166

Ⅱ　連結売上高(百万円) 23,495

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

15.0 19.9 8.4 43.3

(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。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

1,641.70円 1,622.64円

　

２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１株当たり四半期純利益 12.08円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ
いては、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ
ん。

(注)　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　

項目
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 474

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 474

普通株主に帰属しない金額(百万円) ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 39,239

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２【その他】

（剰余金の配当）

　平成20年５月23日開催の取締役会において、平成20年３月31日の最終株主名簿および実質株主名簿

に記載または記録された株主（実質株主含む）もしくは登録株式質権者に対し、剰余金の配当（期

末）をおこなうことを次のとおり決議しました。

①配当財産の種類および帳簿価額の総額　　　金銭による配当　総額176百万円

　②株主に対する配当財産の割当てに関する事項　　　　　　　１株当たり4.5円

　③当該剰余金の配当がその効力を生ずる日　　　　　　　平成20年５月26日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年８月７日

株式会社日立メディコ

執行役社長　浜松　潔殿

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任
社員
業務執行社員

公認会計士　　青　 栁　 好 　一　　印

　

指定有限責任
社員
業務執行社員

公認会計士　　辻　　  　幸 　一　　印

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社日立メディコの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間

(平成20年４月１日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照

表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この

四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に

対する結論を表明することにある。

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

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

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

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

れた。

　

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

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社日立メディコ及び連結子会社の平成

20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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