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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94期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第93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21年
　　　4月 1日
至　平成21年
　　　6月30日

自　平成20年
　　4月　1日
至　平成21年
　　3月31日

売上高 (百万円) 23,495 18,311 115,088

経常利益又は経常損失（△） (百万円) 880 △2,382 2,566

四半期（当期）純利益
又は四半期純損失（△）

(百万円) 474 △2,539 1,145

純資産額 (百万円) 66,003 61,816 63,255

総資産額 (百万円) 106,077 97,838 107,132

１株当たり純資産額 (円) 1,641.701,541.211,578.26

１株当たり四半期（当期）純利益金額
　又は１株当たり四半期純損失金額（△）

(円) 12.08 △64.78 29.20

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 60.7 61.8 57.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,567 △386 1,958

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △887 △626 △8,322

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △172 △201 △351

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 18,524 12,895 14,067

従業員数 (名) 3,563 3,650 3,560

(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。
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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、主要な関係会社の異動については以下のとおりです。

前連結会計年度末において当社連結子会社であった株式会社日本ボス研究所は、平成21年４月１日付

けで当社連結子会社である日立メディカルコンピュータ株式会社が吸収合併しております。

　

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以下のとおりです。

前連結会計年度末において当社連結子会社であった株式会社日本ボス研究所は、平成21年４月１日付

けで当社連結子会社である日立メディカルコンピュータ株式会社が吸収合併しております。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成21年６月30日現在

従業員数(名) 3,677

(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21年６月30日現在

従業員数(名) 2,338

(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) 前年同四半期比（％）

医療機器 14,462 △14.8

(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) 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) 前年同四半期比（％）

医療機器 19,919 △15.8

医療情報システム 2,515 1.3

合計 22,435 △14.2

(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) 前年同四半期比（％）

医療機器 16,343 △23.4

医療情報システム 1,967 △8.7

合計 18,311 △22.1

(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。

　

　

EDINET提出書類

株式会社日立メディコ(E02314)

四半期報告書

 4/30



２ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結会計期間において、財務状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動

等又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

　

３ 【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。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年度からの世界的な不況による企業業績の悪化や

設備投資の減少など、景気は厳しい状況にありました。 

　医療機器業界におきましても、景気悪化の影響による医療機器需要の減少により、厳しい経営環境が続い

ております。 

　このような状況の中、新製品の拡販やコスト削減に努めてまいりましたが、為替影響や景気悪化による需

要の減少が響き、売上高183億１千１百万円（前年同四半期比22.1％減）となりました。また、営業損失24億

７千７百万円（前年同四半期営業利益５億４千９百万円）、経常損失23億８千２百万円（前年同四半期経

常利益８億８千万円）、四半期純損失25億３千９百万円（前年同四半期純利益４億７千４百万円）と赤字

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１四半期連結会計期間の売上高は、APERTO Inspire・AIRIS EliteなどのＭＲイメージング装置、

海外向け診断用超音波装置、他社製品販売などが前年同四半期を下回ったことから、前年同四半期比49億

９千７百万円（23.4％減）減の163億４千３百万円となりました。

営業損失は、23億３千３百万円（前年同四半期営業利益６億９千７百万円）となりました。

②医療情報システム事業

当第１四半期連結会計期間の売上高は、健診システムなどが前年同四半期を下回ったことから、前年同

四半期比１億８千６百万円（8.7％減）減の19億６千７百万円となりました。

営業損失は、２億６千３百万円（前年同四半期営業損失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

当第１四半期連結会計期間の売上高は、診断用超音波装置、ＭＲイメージング装置、他社製品販売など

全体的に伸び悩んだことから、前年同四半期比33億９千８百万円（17.9％減）減の155億５千９百万円と

なりました。

　営業損失は、24億５千４百万円（前年同四半期営業損失３千９百万円）となりました。

②北米

当第１四半期連結会計期間の売上高は、高磁場オープンＭＲイメージング装置OASISの伸びにより、前

年同四半期比５千６百万円（1.7％増）増の34億２千万円となりました。 

　営業利益は、サービス収入の減少により、前年同四半期比１億９千万円（43.3％減）減の２億４千９百

万円となりました。

③欧州

当第１四半期連結会計期間の売上高は、為替の影響を受けたことにより、ＭＲイメージング装置、診断

用超音波装置で伸び悩み、前年同四半期比17億２千７百万円（45.9％減）減の20億３千６百万円となり

ました。

　営業損失は、２億９千５百万円（前年同四半期営業利益１億４千５百万円）となりました。

④その他
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当第１四半期連結会計期間の売上高は、中国では伸ばしましたが、その他アジア市場にて伸び悩み、前

年同四半期比１億１千７百万円（9.3％減）減の11億４千８百万円となりました。 

　営業利益は、前年同四半期比１千９百万円（735.1％増）増の２千２百万円となりました。

(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産が前連結会計年度末と比べて92億９千３百万円減少

し、978億３千８百万円となりました。これは、現金及び預金の21億２千７百万円減少、受取手形及び売掛金

の116億４千万円減少、棚卸資産の25億６千６百万円増加、投資有価証券の評価により12億５千３百万円増

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78億５千３百万円減少し、360億２千２百万円となりました。これは支

払手形及び買掛金の68億６千３百万円減少、流動負債その他の９億５千２百万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14億３千９百万円減少し、618億１千６百万円となりました。これ

は、主として利益剰余金の27億３千６百万円減少、その他有価証券評価差額金の12億５千７百万円増加など

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11億７千２百万円減少し、128億９千５百万

円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、３億８千６百万円の支出（前年同四半期は15億６千７百万円

の支出）となりました。これは、売上債権の減少119億８千６百万円による資金の増加、及び税金等調整

前四半期純損失23億８千２百万円、仕入債務の減少70億４千５百万円、たな卸資産の増加25億７千４百

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）

投資活動によるキャッシュ・フローは、６億２千６百万円の支出（前年同四半期は８億８千７百万円

の支出）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）

財務活動によるキャッシュ・フローは、２億１百万円の支出（前年同四半期は１億７千２百万円の支

出）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2,135百万円であります。
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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21年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年８月７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)

単元株式数1,000株

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21年６月30日 ― 39,540 ― 13,884 ― 21,206
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(5) 【大株主の状況】

総株主通知に基づき、平成21年６月30日現在の大株主の状況を記載しております。当第１四半期会計期

間において、大株主であったユービーエス　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　アカウントが大株主ではなくなり、資産管理サービス信託銀行株式会社が大株主

となりました。

　なお、当第１四半期会計期間において、大量保有報告書の写しの送付はありません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成21年６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 24,382 61.67

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 1,488 3.76

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2-11-3 977 2.47

クレディ　スイス　セキュリティーズ　
ヨーロッパリミテッド　ピービー　セク　
イント　ノン　トリーティー　クライアン
ト
(常任代理人　シティバンク銀行株式会
社)

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

936 2.37

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
ト銀行決済営業部)

AIB INTERNATIONAL CENTRE P.O. BOX 
518 IFSC DUBLIN, IRELAND
(東京都中央区月島4-16-13)

855 2.16

シービーエヌワイ デイエフエイ　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)

652 1.65

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4-14-1 563 1.42

立花証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1-13-14 312 0.79

資産管理サービス信託銀行株式会社 東京都中央区晴海1-8-12 259 0.66

櫻井良文 大阪府箕面市 241 0.61

計 ― 30,666 77.56

(注)　当社は、自己株式334,461株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合0.85％)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。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成21年６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)
（自己保有株式）

                    ― ―
普通株式 334,000

完全議決権株式(その他) 普通株式 38,612,000 38,612 ―

単元未満株式 普通株式 594,000
                    

―
―

発行済株式総数 39,540,000
                    

―
―

総株主の議決権         ― 38,612 ―

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式461株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成21年６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(％)

(自己保有株式)
株式会社日立メディコ

東京都千代田区外神田
4－14－1

334,000 ― 334,000 0.84

計 ― 334,000 ― 334,000 0.84

　

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21年
　４月 　５月 　６月

最高(円) 812 927 1,145

最低(円) 684 705 912

(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、前第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)は、改正前の四半期連結

財務諸表規則に基づき、当第１四半期連結会計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び当

第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表

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、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第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、また、当第１四半期連結会計期間（平

成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成

21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る四半期レビュー

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１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,366 7,493

受取手形及び売掛金 22,533 34,173

商品及び製品 13,964 12,136

仕掛品 7,201 6,874

原材料及び貯蔵品 7,109 6,698

預け金 10,577 10,247

その他 4,971 4,767

貸倒引当金 △518 △480

流動資産合計 71,205 81,910

固定資産

有形固定資産 ※1
 15,613

※1
 15,585

無形固定資産 5,443 5,229

投資その他の資産

その他 5,581 4,415

貸倒引当金 △5 △8

投資その他の資産合計 5,576 4,407

固定資産合計 26,632 25,221

資産合計 97,838 107,132

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 14,664 21,528

未払法人税等 207 321

製品保証引当金 1,259 1,261

その他 8,660 9,613

流動負債合計 24,791 32,724

固定負債

退職給付引当金 8,682 8,576

役員退職慰労引当金 308 322

その他 2,239 2,252

固定負債合計 11,230 11,151

負債合計 36,022 43,876
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 13,884 13,884

資本剰余金 21,210 21,210

利益剰余金 29,707 32,443

自己株式 △424 △419

株主資本合計 64,377 67,119

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △257 △1,514

土地再評価差額金 △3,053 △3,053

為替換算調整勘定 △643 △664

評価・換算差額等合計 △3,954 △5,233

少数株主持分 1,392 1,369

純資産合計 61,816 63,255

負債純資産合計 97,838 107,132
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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)

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

売上高 23,495 18,311

売上原価 14,065 12,015

売上総利益 9,430 6,295

販売費及び一般管理費 ※
 8,880

※
 8,772

営業利益又は営業損失（△） 549 △2,477

営業外収益

受取利息 39 25

受取配当金 28 28

為替差益 181 13

違約金収入 － 24

その他 108 21

営業外収益合計 358 114

営業外費用

固定資産処分損 13 3

その他 15 15

営業外費用合計 28 19

経常利益又は経常損失（△） 880 △2,382

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又は税金等調整前四半期
純損失（△）

738 △2,382

法人税等 205 107

少数株主利益 59 49

四半期純利益又は四半期純損失（△） 474 △2,539
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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)

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

738 △2,382

減価償却費 942 1,052

長期前払費用償却額 21 27

製品保証引当金の増減額（△は減少） △120 6

未払賞与の増減額（△は減少） △1,064 △1,005

退職給付引当金の増減額（△は減少） △800 104

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △115 △14

貸倒引当金の増減額（△は減少） △44 43

受取利息及び受取配当金 △68 △54

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 5

売上債権の増減額（△は増加） 6,822 11,986

未収入金の増減額（△は増加） △261 117

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,002 △2,574

仕入債務の増減額（△は減少） △2,843 △7,045

未払金の増減額（△は減少） △1,385 △142

未払費用の増減額（△は減少） △545 △389

預り金の増減額（△は減少） 453 510

その他の流動資産の増減額（△は増加） △76 △160

その他の流動負債の増減額（△は減少） △29 △316

その他 △111 △13

小計 △1,412 △246

利息及び配当金の受取額 77 49

利息の支払額 △0 △0

法人税等の支払額 △232 △189

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,567 △386

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 △1,223

定期預金の払戻による収入 － 609

その他 △0 △11

投資活動によるキャッシュ・フロー △887 △626

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 △196

その他 △5 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー △172 △201

現金及び現金同等物に係る換算差額 △61 42

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,688 △1,172

現金及び現金同等物の期首残高 21,213 14,067

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 18,524

※
 12,895
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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21年４月１日
至　平成21年６月30日)

1.連結の範囲に関する事項の変更

(1)連結範囲の変更 

前連結会計年度末において当社連結子会社であった

株式会社日本ボス研究所は、平成21年４月１日付けで

当社連結子会社である日立メディカルコンピュータ

株式会社が吸収合併したため、連結の範囲から除外し

ております。 

(2)変更後の連結子会社の数 

　　17社 

2.会計処理基準に関する事項の変更

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

　請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工

事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関

する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月

27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27

日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１

四半期連結会計期間に着手した工事契約から、進捗部

分について成果の確実性が認められる工事について

は工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例

法）を、その他の工事については工事完成基準を適用

しております。 

　当該変更に伴う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。
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【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成21年４月１日
  至　平成21年６月30日)

　　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21年４月１日
至　平成21年６月30日)

　　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。
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【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21年６月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

※１　 有形固定資産減価償却累計額 28,544百万円※１　 有形固定資産減価償却累計額 28,052百万円

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
　24百万円

　ニバランダイアグノスティ

クセンタープライベイトリ

ミテッド

  34

その他 23

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

36百万円

ミッドタウンメディカル
マネジメント

　　36

コミュニティーラジオロ
ジー　オブ　バージニア 83

その他 33

　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
　35百万円

その他  5

 

  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

38百万円

ミッドタウンメディカル
マネジメント

  　37

コミュニティーラジオロ
ジー　オブ　バージニア

　　63

その他 　　44

従業員の銀行借入債務（住宅資金融資）に対す

る保証84百万円

　

従業員の銀行借入債務（住宅資金融資）に対す

る保証87百万円

　

　

(四半期連結損益計算書関係)

第１四半期連結累計期間

　
前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21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  

※　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。
     製品保証引当金繰入額 6百万円 

     給料諸手当 3,456　 

     退職給付費用 213
    貸倒引当金繰入額 52  

 

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21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
 

※　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 5,366百万円

預け金勘定  　10,577

預入期間が３か月超の預金      △48

預入期間が３か月超の預け金 　△3,000

現金及び現金同等物 12,895百万円
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成21年６月30日)及び当第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　

至　平成21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) 334,461

　

　

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21年５月25日
取締役会

普通株式 196 5.0
平成21年３月31

日
平成21年５月27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

　　　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

株主資本の金額は、前連結会計年度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】

前第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

　「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、「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

「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。 

　当該変更に伴う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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当第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21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

16,343 1,967 18,311   ― 18,311

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― ― ― (―) ―

計 16,343 1,967 18,311 ― 18,311

営業損失（△） △2,333 △263 △2,597 (120) △2,477

(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　完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更

　「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」に記載のとおり、請負工事に係る収益の

計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計

基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18

号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契

約から、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは

原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

　当該変更に伴う医療機器セグメントの営業損益に与える影響はありません。また、医療情報システムセグメン

トの営業損益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

「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、「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

「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。 

　当該変更に伴う各セグメントの営業損益に与える影響はありません。

　

当第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21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

12,3193,228 2,036 726 18,311 ― 18,311

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

3,239 191 ― 422 3,853(3,853) ―

計 15,5593,420 2,036 1,14822,164(3,853)18,311

営業利益又は営業損失（△） △2,454 249 △295 22 △2,477 ― △2,477

(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　完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更

「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」に記載のとおり、請負工事に係る収益の

計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計

基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18

号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契

約から、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは
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原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

　当該変更に伴う「日本」の営業損益に与える影響は軽微であります。また、「北米」「欧州」「その他」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】

前第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。

　

当第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

　

北米 欧州 その他 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 3,297 3,086 1,052 7,436

Ⅱ　連結売上高(百万円) 18,311

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

18.0 16.9 5.7 40.6

(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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(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

動がありません。

　

(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。

　

(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21年６月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

1,541.21円 1,578.26円

　

２　１株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額（△）及び潜在株式調整後１株当たり四半

期純利益金額

　
前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 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。

１株当たり四半期純損失金額（△） △64.78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、1株当たり四半期純損失であり、また、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金額又は１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎

　

項目
前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益又は四半
期純損失（△）(百万円)

474 △2,539

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失
（△）(百万円)

474 △2,539

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 39,208

　

(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】

　平成21年５月25日開催の取締役会において、平成21年３月31日の最終株主名簿に記載された株主に

対し、次のとおり期末配当を行うことを決議しました。

①配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 196百万円

　②１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　５円00銭

　③支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　　　平成21年５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。

EDINET提出書類

株式会社日立メディコ(E02314)

四半期報告書

28/30



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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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21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21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間

（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成

21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

21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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