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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３四半期連結
累計期間

第94期
第３四半期連結
累計期間

第93期
第３四半期連結
会計期間

第94期
第３四半期連結
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
     12月31日

自  平成21年
     ４月１日
至  平成21年
     12月31日

自  平成20年
     10月１日
至  平成20年
     12月31日

自  平成21年
     10月１日
至  平成21年
     12月31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) 78,358 68,426 24,840 21,783 115,088

経常利益
又は経常損失（△）

(百万円) △1,107 △4,534 △2,561 △2,034 2,566

当期純利益又は四半期
純損失（△）

(百万円) △1,727 △4,818 △2,657 △2,247 1,145

純資産額 (百万円) ― ― 60,712 56,169 63,255

総資産額 (百万円) ― ― 100,209 93,813 107,132

１株当たり純資産額 (円) ― ― 1,517.601,428.431,578.26

１株当たり当期純利益
金額又は１株当たり四
半期純損失金額（△）

(円) △44.04 △122.90 △67.76 △57.32 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 (％) ― ― 59.4 59.7 57.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △308 835 ― ― 1,958

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △6,403 △6,507 ― ― △8,322

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △512 △625 ― ― △351

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― ― 13,734 7,740 14,067

従業員数 (名) ― ― 3,557 3,653 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、記載をしてお

りません。
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２ 【事業の内容】

当第３四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３四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21年12月31日現在

従業員数(名) 3,653

(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12月31日現在

従業員数(名) 2,327

(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３四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 16,523 △13.4

(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) 商品の仕入実績

当第３四半期連結会計期間における商品の仕入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（％）

医療情報システム 855 32.8

(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。

　

(3) 受注実績

当第３四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 22,024 △11.9

医療情報システム 2,694 20.9

合計 24,718 △9.3

(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

当第３四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 19,449 △15.0

医療情報システム 2,334 19.3

合計 21,783 △12.3

(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 【事業等のリスク】

当第３四半期連結会計期間において、財政状態、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３四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３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の低迷、設備投資の抑制、雇用環境の悪化、更

には政府によるデフレ宣言、円高の進行などにより、依然として厳しい状況で推移しました。 

　医療機器業界におきましても、景気停滞の影響や医療費抑制を目的とする医療制度改革の影響により、病

院の予算縮小傾向が顕著となり、医療機器需要の減少・価格競争の激化などで、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、医療機器事業は減収、医療情報システム事業は増収となりました。 

　この結果、当第３四半期連結会計期間の連結売上高は、21,783百万円と対前年同四半期比12.3％の減収と

なり、営業損失は2,222百万円（前年同四半期は営業損失1,653百万円）、経常損失は2,034百万円（前年同

四半期は経常損失2,561百万円）、四半期純損失2,247百万円（前年同四半期は四半期純損失2,657百万円）

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

当第３四半期連結会計期間の売上高は、国内の診断用超音波装置が新製品HI VISION Preirusにより堅

調に推移しました。 

　しかしながら、海外におきましては、北米・欧州を中心に需要回復が遅れ、ＭＲイメージング装置や診断

用超音波装置などが前年同四半期を下回りました。 

　また、国内ではＸ線装置、ＭＲイメージング装置、及び他社製品販売が減少したことにより、前年同四半

期比3,433百万円（15.0％減）減の19,449百万円となりました。 

　営業損失は、2,244百万円（前年同四半期は営業損失1,470百万円）となりました。

②医療情報システム事業

当第３四半期連結会計期間の売上高は、日立メディカルコンピュータ（株）の医事会計システムなど

が堅調に推移したことから、前年同四半期比377百万円（19.3％増）増の2,334百万円となりました。

営業損失は、82百万円（前年同四半期は営業損失264百万円）となりました。
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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３四半期連結会計期間の売上高は、国内での診断用超音波装置は堅調に推移しましたが、Ｘ線装

置、他社製品販売(放射線治療装置など)などが低調でした。また、北米・欧州を中心に需要回復が遅れ、海

外でのＭＲイメージング装置や診断用超音波装置などが大きく減少したことから、前年同四半期比2,953

百万円（14.5％減）減の17,448百万円となりました。

　営業損失は、2,180百万円（前年同四半期は営業損失1,935百万円）となりました。

②北米

当第３四半期連結会計期間の売上高は、ＭＲイメージング装置、サービス収入などが減少したことによ

り、前年同四半期比217百万円（5.1％減）減の4,008百万円となりました。 

　営業利益は、前年同四半期比193百万円（140.9％増）増の330百万円となりました。

③欧州

当第３四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

用超音波装置で減少し、前年同四半期比1,114百万円（31.6％減）減の2,409百万円となりました。

　営業損失は、376百万円（前年同四半期は営業利益57百万円）となりました。

④その他

当第３四半期連結会計期間の売上高は、中国・アジア市場が堅調に推移し、前年同四半期比29百万円

（1.8％増）増の1,601百万円となりました。 

　営業利益は、前年同四半期比83百万円（95.4％減）減の4百万円となりました。

　

(2) 財政状態の分析

当第３四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13,319百万円減少し、

93,813百万円となりました。これは、現金及び預金の2,854百万円減少、受取手形及び売掛金の11,168百万円

減少、預け金の4,124百万円減少、子会社の少数株主持分取得によるのれんの2,037百万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6,232百万円減少し、37,644百万円となりました。これは支払手形及び

買掛金の5,110百万円減少、流動負債その他の1,376百万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7,086百万円減少し、56,169百万円となりました。これは、主として

利益剰余金の5,209百万円減少、子会社の少数株主持分取得等による少数株主持分の1,191百万円減少など

によるものです。
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(3) キャッシュ・フローの状況

当第３四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

支出により、第２四半期連結会計期間末に比べて5,090百万円減少し、7,740百万円となりました。

（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、310百万円の支出（前年同四半期は1,922百万円の支出）とな

りました。これは、たな卸資産の増加等によるものです。

（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、4,496百万円の支出（前年同四半期は1,091百万円の支出）と

なりました。これは、有形・無形固定資産の取得、及び子会社の少数株主持分取得等によるものです。

（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、241百万円の支出（前年同四半期は83百万円の支出）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３四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３四半期連結会計期間の研究開発費の総額は2,067百万円であります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第３四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３四半期連結会計期間において、第２四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３四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３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年２月12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12月31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12月31日現在の大株主の状況を記載しております。

なお、当第３四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12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 24,382 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 1,306 3.30

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 LONDON E14 4QJ, UK
(東京都品川区東品川2-3-14)

984 2.49

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2-11-3 981 2.48

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　香港上海銀行東京
支店)

AIB INTERNATIONAL CENTRE P.O. BOX 518
IFSC DUBLIN,IRELAND
(東京都中央区日本橋3-11-1)

677 1.71

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)

651 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4-14-1 536 1.36

ロイヤル　バンク　オブ　カナダ　
トラスト　カンパニー（ケイマ
ン）リミテッド
(常任代理人　立花証券株式会社)

24 SHEDDEN ROAD PO BOX 1586 GEORGE TOWN
GRAND CAYMAN KY1-1110 CAYMAN ISLANDS
(東京都中央区日本橋茅場町1-13-14)

525 1.33

資産管理サービス信託銀行株式
会社

東京都中央区晴海1-8-12 265 0.67

櫻井良文 大阪府箕面市 241 0.61

計 ― 30,549 77.26

(注)　当社は、自己株式342,358株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合0.87％)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12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)
（自己保有株式）

                    ― ―
普通株式 342,000

完全議決権株式(その他) 普通株式 38,611,000 38,611 ―

単元未満株式 普通株式 587,000
                    

―
―

発行済株式総数 　 39,540,000
                    

―
―

総株主の議決権 　         ― 38,611 ―

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式358株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成21年12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(％)

(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

342,000 ― 342,000 0.87

計 ― 342,000 ― 342,000 0.87

　

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 　７月 　８月 　９月 　10月 　11月 　12月

最高(円) 812 927 1,1451,160 928 905 890 888 784

最低(円) 684 705 912 905 840 835 790 738 733

(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３四半期連結会計期間(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び前第３四半期連結

累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31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３四半期連結会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間

(平成21年４月１日から平成21年12月31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３四半期連結会計期間(平成20年10月１

日から平成20年12月31日まで)及び前第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日

まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年12月31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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 4,639 7,493

受取手形及び売掛金 ※３
 23,005 34,173

商品及び製品 13,308 12,136

仕掛品 7,142 6,874

原材料及び貯蔵品 7,828 6,698

預け金 6,123 10,247

その他 4,979 4,767

貸倒引当金 △555 △480

流動資産合計 66,469 81,910

固定資産

有形固定資産 ※１
 15,446

※１
 15,585

無形固定資産

のれん 2,059 36

その他 5,549 5,193

無形固定資産合計 7,608 5,229

投資その他の資産

その他 4,296 4,415

貸倒引当金 △6 △8

投資その他の資産合計 4,290 4,407

固定資産合計 27,344 25,221

資産合計 93,813 107,132

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 16,418 21,528

未払法人税等 151 321

製品保証引当金 1,362 1,261

その他 8,237 9,613

流動負債合計 26,168 32,724

固定負債

退職給付引当金 9,014 8,576

役員退職慰労引当金 308 322

その他 2,154 2,252

固定負債合計 11,476 11,151

負債合計 37,644 43,876
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 27,234 32,443

自己株式 △431 △419

株主資本合計 61,897 67,119

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,598 △1,514

土地再評価差額金 △3,053 △3,053

為替換算調整勘定 △1,255 △664

評価・換算差額等合計 △5,906 △5,233

少数株主持分 178 1,369

純資産合計 56,169 63,255

負債純資産合計 93,813 107,132
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

売上高 78,358 68,426

売上原価 51,169 47,056

売上総利益 27,189 21,370

販売費及び一般管理費 ※
 27,177

※
 25,927

営業利益又は営業損失（△） 12 △4,557

営業外収益

受取利息 130 76

受取配当金 58 58

その他 147 156

営業外収益合計 337 290

営業外費用

為替差損 1,365 180

その他 92 87

営業外費用合計 1,457 267

経常損失（△） △1,107 △4,534

特別利益 － －

特別損失

投資有価証券評価損 168 8

特別損失合計 168 8

税金等調整前四半期純損失（△） △1,276 △4,542

法人税等 284 152

少数株主利益 167 124

四半期純損失（△） △1,727 △4,818
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【第３四半期連結会計期間】
(単位：百万円)

前第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
　至 平成21年12月31日)

売上高 24,840 21,783

売上原価 17,209 15,353

売上総利益 7,630 6,430

販売費及び一般管理費 ※
 9,283

※
 8,652

営業損失（△） △1,653 △2,222

営業外収益

受取利息 46 22

受取配当金 28 28

為替差益 － 90

その他 14 56

営業外収益合計 89 196

営業外費用

為替差損 967 －

その他 29 8

営業外費用合計 997 8

経常損失（△） △2,561 △2,034

特別利益 － －

特別損失

投資有価証券評価損 26 －

特別損失合計 26 －

税金等調整前四半期純損失（△） △2,588 △2,034

法人税等 25 157

少数株主利益 43 56

四半期純損失（△） △2,657 △2,247
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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３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31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損失（△） △1,276 △4,542

減価償却費 2,993 3,275

長期前払費用償却額 93 72

製品保証引当金の増減額（△は減少） △328 119

未払賞与の増減額（△は減少） △1,015 △959

退職給付引当金の増減額（△は減少） △724 438

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △63 △14

貸倒引当金の増減額（△は減少） 19 96

受取利息及び受取配当金 △189 △132

投資有価証券評価損益（△は益） 168 8

のれん償却額 15 15

売上債権の増減額（△は増加） 7,844 11,282

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,068 △2,862

仕入債務の増減額（△は減少） △1,715 △5,046

未払金の増減額（△は減少） △1,375 △231

未払費用の増減額（△は減少） △169 △232

預り金の増減額（△は減少） 207 326

その他の流動資産の増減額（△は増加） △342 △20

その他 268 △430

小計 340 1,163

利息及び配当金の受取額 191 115

利息の支払額 △6 △3

法人税等の支払額 △834 △440

営業活動によるキャッシュ・フロー △308 835

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 － 609

有形及び無形固定資産の取得による支出 △3,322 △3,583

預け金の預入による支出 △3,000 －

子会社株式の取得による支出 － △3,416

その他 △81 △117

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,403 △6,507

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 226 7

配当金の支払額 △353 △374

少数株主への配当金の支払額 △364 △223

その他 △21 △35

財務活動によるキャッシュ・フロー △512 △625

現金及び現金同等物に係る換算差額 △253 △30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,478 △6,327

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 ※
 13,734

※
 7,740
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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３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31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.持分法の適用に関する事項の変更

(1)持分法適用関連会社の変更

　第２四半期連結会計期間末において持分法適用関

連会社であったカリス　ヘルスケアー　エルエルシー

は、平成21年11月20日付けで当社連結子会社である

ヒタチ　メディカル　システムズ　アメリカ　インクが

その保有全株式を売却したため、持分法適用の範囲

から除外しております。

(2)変更後の持分法適用関連会社の数

　　０社

3.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）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半

期連結会計期間に着手した工事契約から、当第３四半

期連結会計期間末までの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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【表示方法の変更】

　
当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
  至　平成21年12月31日)

　（四半期連結貸借対照表）

前第３四半期連結会計期間において、無形固定資産

に含めていた「のれん」は、資産総額の100分の１を超

えたため、当第３四半期連結会計期間では区分掲記す

ることとしております。

　なお、前第３四半期連結会計期間の無形固定資産に含

まれている「のれん」は、41百万円であります。

 

　

【簡便な会計処理】

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
  至　平成21年12月31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３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日)

　　税金費用の計算

当第３四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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 29,201百万円

　

※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
　20百万円

その他  6

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。
 

バレーイメージングパー
トナーズ

 122百万円

コミュニティーラジオロ
ジー　オブ　バージニア

　　74

カーライルエイチエム
エー

　　63   

アドバンスドイメージン
グセントジョセフメディ
カル

　　53   

ミッドタウンメディカル
マネジメント

　　35   

ジャクソンビルダイヤグ
ノスティクイメージング

　　30   

その他 　　23   

　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。
 

コミュニティーラジオロ
ジー　オブ　バージニア

63百万円　　　

ジャクソンビルダイヤグ
ノスティクイメージング

    38

ミッドタウンメディカル
マネジメント

　　37

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57百万円

　

※３　四半期連結会計期間末日満期手形

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理につ

いては、満期日に決済が行われたものとして処理し

ております。

　なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の

休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満

期手形を満期日に決済が行われたものとして処理し

ております。

受取手形 196百万円　　　

　 　

 

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

　
　　　　　　　　─────────
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(四半期連結損益計算書関係)

第３四半期連結累計期間

　
前第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31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 2,144百万円 

     貸倒引当金繰入額 105　 

     給料諸手当 10,723　

　　 退職給付費用 583　
   　役員退職慰労引当金繰入額 63  

　 　 　

※　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 114百万円 

     貸倒引当金繰入額 176　 

     給料諸手当 10,408　

     退職給付費用 598  

　 　 　
 

　

第３四半期連結会計期間

　
前第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31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 949百万円 

     貸倒引当金繰入額 63　 

     給料諸手当 3,463　

　　 退職給付費用 181　
   　役員退職慰労引当金繰入額 29  

　 　 　

※　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。

     貸倒引当金繰入額 45百万円 

     給料諸手当 3,464　 

     退職給付費用 200　

　 　   

　　 　　
 

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前第３四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31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 5,369百万円

有価証券勘定 547

預け金勘定  10,818

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 13,734百万円

 

※  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 4,639百万円

預け金勘定 6,123

預入期間が３ヶ月を超える預金 △21

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 7,740百万円
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(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成21年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　

至　平成21年12月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
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３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 342,358

　

　

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

平成21年10月27日
取締役会

普通株式 196 5.0平成21年９月30日 平成21年11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３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

　

　
医療機器 
(百万円)

医療情報　　シ
ステム　(百万

円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

22,882 1,957 24,840 ― 24,840

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― ― ― (―) ―

計 22,882 1,957 24,840 ― 24,840

営業損失（△） △1,470 △264 △1,735 81 △1,653

(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３四半期連結会計期間(自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日)

　

　
医療機器 
(百万円)

医療情報　　シ
ステム　(百万

円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

19,449 2,334 21,783 ― 21,783

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― ― ― (―) ―

計 19,449 2,334 21,783 ― 21,783

営業損失(△) △2,244 △82 △2,326 104 △2,222

(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
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前第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

　

　
医療機器
(百万円)

医療情報　　
システム
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

71,121 7,236 78,358   ― 78,358

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― ― ― (―) ―

計 71,121 7,236 78,358 ― 78,358

営業利益又は営業損失(△) 258 △318 △59 72 12

(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、当第３四半期連結累計期間の営業利益は「医療機器」が72百万

円減少し、「医療情報システム」が２百万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当第３四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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当第３四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日)

　

　
医療機器
(百万円)

医療情報　　
システム
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

61,637 6,789 68,426   ― 68,426

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― ― ― (―) ―

計 61,637 6,789 68,426 ― 68,426

営業損失（△） △4,458 △427 △4,885 328 △4,557

(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）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約か

ら、当第３四半期連結会計期間末までの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」の当第３四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。また、「医

療情報システム」の当第３四半期連結累計期間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３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12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)

売上高 　 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

16,1224,065 3,523 1,12824,840 ― 24,840

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

4,278 159 ― 443 4,882(4,882) ―

計 20,4014,225 3,523 1,57229,722(4,882)24,840

営業利益又は営業損失（△） △1,935 137 57 87 △1,653 ― △1,653

(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３四半期連結会計期間(自　平成21年10月１日　至　平成21年12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)

売上高 　 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

14,2363,855 2,409 1,28321,783 ― 21,783

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

3,212 153 ― 318 3,683(3,683) ―

計 17,4484,008 2,409 1,60125,466(3,683)21,783

営業利益又は営業損失（△） △2,180 330 △376 4 △2,222 ― △2,222

(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
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前第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12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)

売上高 　 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

51,56411,98411,4933,31678,358 ― 78,358

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

13,216 352 ― 1,35614,926(14,926) ―

計 64,78012,33711,4934,67393,284(14,926)78,358

営業利益又は営業損失（△） △1,369 825 413 142 12 ― 12

(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、当第３四半期連結累計期間の営業利益は、「日本」が53百万円増

加し、「北米」の営業利益が123百万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当第３四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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当第３四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年12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)

売上高 　 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

47,33510,5276,945 3,61968,426 ― 68,426

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

10,324 488 ― 1,05011,862(11,862) ―

計 57,65911,0156,945 4,66980,288(11,862)68,426

営業利益又は営業損失（△） △4,498 690 △869 120 △4,557 ― △4,557

(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）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約か

ら、当第３四半期連結会計期間末までの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「日本」の当第３四半期連結累計期間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」の当第３四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】

前第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

　

　 北米 欧州 その他 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 4,308 4,070 1,931 10,310

Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ― ― 24,840

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

17.3 16.4 7.8 41.5

(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３四半期連結会計期間(自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日)

　

　 北米 欧州 その他 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 4,105 2,798 2,030 8,934

Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ― ― 21,783

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

18.8 12.8 9.3 41.0

(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。

　

前第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

　

　 北米 欧州 その他 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 12,913 13,121 6,553 32,588

Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ― ― 78,358

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

16.5 16.7 8.4 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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当第３四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日)

　

　 北米 欧州 その他 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 11,177 9,313 5,450 25,941

Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ― ― 68,426

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

16.3 13.6 8.0 37.9

(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。

　

　

(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。

　

(企業結合等関係)

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）

共通支配下の取引等

１.結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目

的を含む取引の概要

(1)結合当事企業の名称及びその事業の内容

企業の名称：ヒタチ メディカル システムズ アメリカ インク

事業の内容：北米地域における当社の医療機器の販売・サービスを行っております。

(2)企業結合の法的形式

少数株主からの株式買取による完全子会社化

(3)結合後企業の名称

変更はありません。

(4)取引の目的を含む取引の概要

連結グループ経営のより一層の強化を目的として、少数株主が保有する全株式を取得し、完全子

会社化したものであります。

２.実施した会計処理の概要

「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日公表分）及び「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」（企業会計基準適用指針第10号　平成19年11月15日公

表分」に基づき、共通支配下の取引等として処理しております。

３.子会社株式の追加取得に関する事項

(1)被取得企業の取得原価及びその内訳

現金及び預金　　　　3,416百万円
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(2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

①発生したのれんの金額

のれん　　　　　　2,037百万円

②発生原因

子会社株式の追加取得分の取得原価と当該追加取得に伴う少数株主持分の減少額との差額に

よるものであります。

③償却の方法及び償却期間

均等償却（20年間）
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(１株当たり情報)

１  １株当たり純資産額

　
当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

　 　

　 1,428.43円
　

　 　

　 1,578.26円
　

　

２  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

第３四半期連結累計期間

　
前第３四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31日)

１株当たり四半期純損失 44.04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、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 122.90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、潜在株式が存在
しないため、記載しておりません。
　

(注)  １株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎

　

項目
前第３四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失(百万円) 1,727 4,818

普通株式に係る四半期純損失(百万円) 1,727 4,818

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) 39,229 39,203

　

第３四半期連結会計期間

　
前第３四半期連結会計期間
(自  平成20年10月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成21年10月１日
至  平成21年12月31日)

１株当たり四半期純損失 67.76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、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 57.32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、潜在株式が存在
しないため、記載しておりません。

　

(注)  １株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎

　

項目
前第３四半期連結会計期間
(自  平成20年10月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成21年10月１日
至  平成21年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失(百万円) 2,657 2,247

普通株式に係る四半期純損失(百万円) 2,657 2,247

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) 39,221 39,199

　

　

(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94期（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）中間配当については、平成21年10月27日開

催の取締役会において、平成21年９月30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21年２月12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３四半期連結会計期間

(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20

年12月31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12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間

の経営成績並びに第３四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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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成22年２月12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３四半期連結会計期間

(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21

年12月31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12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間

の経営成績並びに第３四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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