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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２四半期連結
累計期間

第93期
第２四半期連結
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
　　９月30日

自　平成20年
　　７月１日
至　平成20年
　　９月30日

自　平成19年
　　４月１日
至　平成20年
　　３月31日

売上高 (百万円) 53,518 30,023 110,386

経常利益 (百万円) 1,453 573 2,413

四半期純利益又は
当期純損失（△）

(百万円) 929 455 △1,089

純資産額 (百万円) ― 65,265 65,165

総資産額 (百万円) ― 105,166 111,364

１株当たり純資産額 (円) ― 1,631.201,622.64

１株当たり
四半期純利益又は
当期純損失（△）

(円) 23.70 11.61 △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 (％) ― 60.8 57.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 1,614 ― 3,487

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △5,312 ― △3,984

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △429 ― △1,514

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― 17,149 21,213

従業員数 (名) ― 3,576 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。

　

EDINET提出書類

株式会社日立メディコ(E02314)

四半期報告書

 2/28



２ 【事業の内容】

当第２四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２四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) 連結会社における状況

平成20年９月30日現在

従業員数(名) 3,547

(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９月30日現在

従業員数(名) 2,250

(注) 従業員数は、就業人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第２四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。

事業の種類別セグメントの名称

当第２四半期連結会計期間 
(自　平成20年７月１日 
　至　平成20年９月30日)

 

医療機器（百万円） 22,139

(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) 商品の仕入れ実績

事業の種類別セグメントの名称

当第２四半期連結会計期間 
(自　平成20年７月１日 
　至　平成20年９月30日) 

 

医療機器（百万円） 0

医療情報システム（百万円） 1,424

合計（百万円） 1,424

(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) 受注実績

事業の種類別セグメントの名称

当第２四半期連結会計期間 
(自　平成20年７月１日 
　至　平成20年９月30日) 

 

医療機器（百万円） 25,946

医療情報システム（百万円） 2,120

合計（百万円） 28,067

(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。

(4) 販売実績

事業の種類別セグメントの名称

当第２四半期連結会計期間 
(自　平成20年７月１日 
　至　平成20年９月30日) 

 

医療機器（百万円） 26,897

医療情報システム（百万円） 3,125

合計（百万円） 30,023

(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２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 経営成績の分析

当第２四半期連結会計期間は、売上高300億２千３百万円（前年同期比3.8％増）、営業利益10億７千９百

万円（前年同期比2.3％減）、経常利益５億７千３百万円（前年同期比23.2％減）、四半期純利益４億５千

５百万円（前年同期比262.7％増）、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

当第２四半期連結会計期間の売上高は、新製品1.2ＴオープンＭＲＩ装置 OASIS が北米で順調に販売

を開始したことやAPERTO Inspireなど、海外でのＭＲイメージング装置が前年同期を上回ったことから、

前年同期比14億８千６百万円（5.9％増）増の268億９千７百万円となりました。 

　営業利益は、９億９千２百万円となりました。

②医療情報システム事業

当第２四半期連結会計期間の売上高は、健診システム、電子カルテシステムなどが前年同期を下回った

ことから、前年同期比３億８千６百万円（11.0％減）減の31億２千５百万円となりました。

　営業利益は、９千１百万円となりました。

　

所在地別セグメントの業績は、次の通りであります。

①日本

当第２四半期連結会計期間の売上高は、OASISやAPERTO Inspireなど海外向けＭＲイメージング装置が

伸びたことから、前年同期比11億９千５百万円（4.9％増）増の254億２千１百万円となりました。

　営業損益は、大幅に改善し、６億５百万円の黒字となりました。

②北米

当第２四半期連結会計期間の売上高は、OASISなどのＭＲイメージング装置が増加し、前年同期比４億

１千５百万円（9.6％増）増の47億４千９百万円となりました。

　営業利益は、２億８千６百万円となりました。

③欧州

当第２四半期連結会計期間の売上高は、ＭＲイメージング装置及びＸ線ＣＴ装置が好調で、前年同期比

７億３千８百万円（21.3％増）増の42億５百万円となりました。

　営業利益は、１億３千３百万円となりました。

④その他

当第２四半期連結会計期間の売上高は、中国で増加し、前年同期比２億４千万円（15.1％増）増の18億

３千４百万円となりました。 

　営業利益は、５千３百万円となりました。
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(2) 財政状態の分析

当第２四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61億９千７百万円減少し、1,051億６

千６百万円となりました。これは、受取手形及び売掛金の64億１千２百万円減少、現金及び預金の16億６百

万円減少、棚卸資産の17億１千３百万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62億９千７百万円減少し、399億円となりました。これは支払手形及び

買掛金の31億９千９百万円減少、流動負債その他の18億４千９百万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１億円増加し、652億６千５百万円となりました。これは、主として

利益剰余金の７億５千２百万円増加、その他有価証券評価差額金の６億１千９百万円減少などによるもの

です。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物は、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、第１四半期連結会計期間末に比べて13億７千４百万円減少し、171億４千９百万円と

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、31億８千１百万円の増加となりました。これは、たな卸資産の減少15億９千８

百万円などによる資金の増加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、44億２千４百万円の減少となりました。これは、有形・無形固定資産の取得13

億６千４百万円による資金の減少と預入期間が３ヶ月を超える預け金勘定への移行30億円によるもの

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、２億５千７百万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２四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２四半期連結会計期間の研究開発費の総額は1,667百万円であります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第２四半期連結会計期間において、第１四半期連結会計期間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２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、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２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年11月14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９月30日 ― 39,540 ― 13,884 ― 21,206
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(5) 【大株主の状況】

平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社日立製作所 東京都千代田区丸の内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）

1,096 2.77

クレジット　スイス　ファースト　
ボストン　ヨーロッパ　ピービー　
セク　アイエヌティ　ノントリー
ティ　クライエント
（常任代理人　シティバンク銀行
株式会社）

ONE CABOT SQUARE LONDON E14 4QJ, UK
（東京都品川区東品川２－３－14）

936 2.37

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１－８－11 906 2.29

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

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET
LONDON EC4A 2-BB UNITED KINGDOM
（東京都千代田区丸の内２－７－１決済事業
部内）

800 2.02

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）

676 1.71

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２－11－３ 615 1.56

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４－14－１ 600 1.52

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

AESCHENVORSTADT 48 CH-4002 BASEL
SWITZERLAND
（東京都品川区東品川２－３－14）

355 0.90

桜井良文 大阪府箕面市 255 0.64

計 ― 30,459 77.04

(注)　１．当社は、自己株式313,961株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合0.79％）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。

　　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社　　　　　　　　　400千株

　　日本マスタートラスト信託銀行株式会社　　　　　　　　　　　584千株
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式  　313,000 ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 38,603,000 38,603 ―

単元未満株式 普通株式  　624,000 ― ―

発行済株式総数 39,540,000 ― ―

総株主の議決権 ― 38,603 ―

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式961株が含まれております。

　

　

② 【自己株式等】

平成20年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社日立メディコ
東京都千代田区外神田
４－14－１

313,000 ― 313,000 0.79

計 ― 313,000 ― 313,000 0.79

　

　

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 　７月 　８月 　９月

最高(円) 820 855 834 915 905 885

最低(円) 640 762 796 799 833 817

(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。

なお、当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び当第２四半期連

結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及び作

成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日　内閣府令第50号）附則第７条第

１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。

　

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２四半期連結会計期間(平成20年７月１

日から平成20年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けておりま

す。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,302 6,908

受取手形及び売掛金 27,508 33,920

有価証券 546 545

商品及び製品 11,923 15,378

仕掛品 8,521 7,684

原材料及び貯蔵品 5,615 1,284

預け金 14,300 13,759

その他 5,539 5,343

貸倒引当金 △498 △528

流動資産合計 78,759 84,295

固定資産

有形固定資産 ※１
 16,156

※１
 16,435

無形固定資産 4,605 3,925

投資その他の資産 5,644 6,707

固定資産合計 26,406 27,068

資産合計 105,166 111,364

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 17,490 20,689

未払法人税等 378 462

製品保証引当金 1,559 1,751

その他 9,719 11,568

流動負債合計 29,147 34,472

固定負債

退職給付引当金 8,592 9,307

役員退職慰労引当金 377 469

その他 1,783 1,949

固定負債合計 10,753 11,726

負債合計 39,900 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 32,405 31,652

自己株式 △407 △394

株主資本合計 67,087 66,348

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △290 328

土地再評価差額金 △3,053 △3,053

為替換算調整勘定 242 53

評価・換算差額等合計 △3,102 △2,671

少数株主持分 1,280 1,488

純資産合計 65,265 65,165

負債純資産合計 105,166 111,364
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(2)【四半期連結損益計算書】
　【第２四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年９月30日)

売上高 53,518

売上原価 33,959

売上総利益 19,559

販売費及び一般管理費 ※
 17,893

営業利益 1,666

営業外収益

受取利息 84

受取配当金 30

その他 132

営業外収益合計 248

営業外費用

為替差損 398

その他 62

営業外費用合計 460

経常利益 1,453

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 1,312

法人税等 258

少数株主利益 123

四半期純利益 929
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　【第２四半期連結会計期間】
(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
 至 平成20年９月30日)

売上高 30,023

売上原価 19,894

売上総利益 10,128

販売費及び一般管理費 ※
 9,049

営業利益 1,079

営業外収益

受取利息 45

受取配当金 2

その他 62

営業外収益合計 109

営業外費用

為替差損 580

その他 35

営業外費用合計 615

経常利益 573

特別利益 －

特別損失 －

税金等調整前四半期純利益 573

法人税等 52

少数株主利益 64

四半期純利益 455
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年９月30日)

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 1,312

減価償却費 1,837

長期前払費用償却額 65

製品保証引当金の増減額（△は減少） △203

未払賞与の増減額（△は減少） △107

退職給付引当金の増減額（△は減少） △717

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △91

貸倒引当金の増減額（△は減少） △37

受取利息及び受取配当金 △115

投資有価証券評価損益（△は益） 141

のれん償却額 10

売上債権の増減額（△は増加） 6,476

未収入金の増減額（△は増加） 304

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,475

仕入債務の増減額（△は減少） △3,327

未払金の増減額（△は減少） △1,261

未払費用の増減額（△は減少） △372

その他の流動資産の増減額（△は増加） △355

その他の流動負債の増減額（△は減少） △24

その他 80

小計 2,138

利息及び配当金の受取額 125

利息の支払額 △0

法人税等の支払額 △648

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,614

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 △2,251

預け金の預入による支出 △3,000

その他 △60

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,312

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △176

少数株主への配当金の支払額 △259

その他 6

財務活動によるキャッシュ・フロー △429

現金及び現金同等物に係る換算差額 64

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,063

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 ※
 17,149
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第２四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日　至　平成20年９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、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、当第２四半期連結累計期間の売上総利益及び営業利益が88百万

円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が135百万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、当第２四半期連結累計期間の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、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当第２四半期連結累計期間の損益に与え

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。

　

【簡便な会計処理】

　
当第２四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

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２四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

１　税金費用の計算

当第２四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。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 27,258百万円 ※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
　39百万円

その他 13

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

90百万円　　　

ミッドタウンメディカル
マネジメント

　　39

ホーマメディカルイメー
ジング 15

その他 46

　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96百万円

　

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２四半期連結累計期間

　

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９月30日)

※　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 　1,164百万円 

     貸倒引当金繰入額 42
     給料諸手当 7,259　 

     退職給付費用 402
     役員退職慰労引当金繰入額 33  

第２四半期連結会計期間

　

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
  至　平成20年９月30日)

※　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 30百万円 

     貸倒引当金繰入額 42
     給料諸手当 3,558　 

     退職給付費用 192
     役員退職慰労引当金繰入額 23  
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
　至　平成20年９月30日)

※　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 5,302百万円

有価証券勘定 546　　　　

預け金勘定   14,300

預入期間が３ヶ月を超える預け金 △3,000

現金及び現金同等物 17,149百万円
 

　

　

(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　

至　平成20年９月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 39,540,000

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 313,961

　

　

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 配当の原資

平成20年５月23日
取締役会

普通株式 176 4.5平成20年３月31日 平成20年５月26日 利益剰余金

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

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年10月28日
取締役会

普通株式 176 4.5平成20年９月30日 平成20年11月27日 利益剰余金

　　　

　

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)

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がありません。
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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２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

　

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

26,897 3,125 30,023 ― 30,023

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― ― ― (―) ―

計 26,897 3,125 30,023 ― 30,023

営業利益 992 91 1,084 (5) 1,079

(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

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

　

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

48,239 5,279 53,518   ― 53,518

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― ― ― (―) ―

計 48,239 5,279 53,518 ― 53,518

営業利益又は営業損失(△) 1,729 △54 1,675 (9) 1,666

(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、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。 
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　この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益は「医療機器」が86百万

円増加し、「医療情報システム」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、各セグメントの当第２四半期連結累計期間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２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

　

日本
(百万円)

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

19,8114,656 4,205 1,34830,023 ― 30,023

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

5,610 92 ― 485 6,188(6,188) ―

計 25,4214,749 4,205 1,83436,211(6,188)30,023

営業利益 605 286 133 53 1,079 ― 1,079

(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

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

　

日本
(百万円)

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

35,4417,919 7,969 2,18753,518 ― 53,518

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

8,937 193 ― 913 10,043(10,043) ―

計 44,3798,112 7,969 3,10163,562(10,043)53,518

営業利益 565 688 355 55 1,666 ― 1,666

(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、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、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、「日本」が176百万円

増加し、「北米」の営業利益が88百万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、各セグメントの当第２四半期連結累計期間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２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

　

北米 欧州 その他 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 5,090 4,367 2,652 12,110

Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ― ― 30,023

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

17.0 14.5 8.8 40.3

(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。

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

　

北米 欧州 その他 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 8,604 9,051 4,621 22,277

Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ― ― 53,518

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

16.1 16.9 8.6 41.6

(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２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

1,631.20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

第２四半期連結累計期間

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純利益 23.70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２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 929

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 929

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) 39,233
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第２四半期連結会計期間

　
当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
 至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純利益 11.62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２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
  至　平成20年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 455

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 455

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) 39,228

　

(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】

　

　第93期（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）中間配当については、平成20年10月28日開

催の取締役会において、平成20年９月30日の最終株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された

株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

① 配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　 176百万円

　② １株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　　４円50銭

　③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　　平成20年11月27日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年11月13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２四半期連結会計期間

(平成20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20

年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四

半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにあ

る。

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

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

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

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

れた。

　

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

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

20年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間

の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせ

る事項がすべての重要な点において認められなかった。

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

　

以　上

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