
　
【表紙】 　

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成23年８月５日

【四半期会計期間】 第96期第１四半期

(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

【会社名】 株式会社　日立メディコ

【英訳名】 Hitachi Medical Corporation

【代表者の役職氏名】 執行役社長　　三　木　一　克

【本店の所在の場所】 東京都千代田区外神田四丁目14番１号

【電話番号】 03(3526)8880

【事務連絡者氏名】 執行役常務総務本部長　　勝　倉　教　文

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区外神田四丁目14番１号

【電話番号】 03(3526)8880

【事務連絡者氏名】 執行役常務総務本部長　　勝　倉　教　文

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

　 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

　 　

　 　

　

EDINET提出書類

株式会社日立メディコ(E02314)

四半期報告書

 1/22



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95期

第１四半期連結
累計期間

第96期
第１四半期連結
累計期間

第95期

会計期間
自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日

自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日

自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日

売上高 (百万円) 22,923 29,168 122,929

経常利益又は経常損失
（△）

(百万円) △2,161 △1,925 2,804

四半期純損失（△）又は当
期純利益

(百万円) △2,386 △1,728 10,500

四半期包括利益又は包括利
益

(百万円) △2,961 △1,905 11,100

純資産額 (百万円) 57,584 69,641 71,901

総資産額 (百万円) 98,604 147,157 151,947

１株当たり純資産額 (円) 1,465.19 1,763.06 1,817.13

１株当たり四半期純損失金
額（△）又は１株当たり当
期純利益金額

(円) △60.88 △44.11 267.97

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 (％) 58.2 46.9 46.8

(注)　１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

 ２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

 ３　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、１株当たり四半期（当期）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。

 ４　第95期第１四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。

　

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、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。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、財務状態及び経営成績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。

　

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、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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響

により急速に落ち込んだものの、サプライチェーンの復旧に伴い回復に転じるなど、持ち直しの動きと

なってきました。　

海外経済は、中東情勢悪化や欧州債務問題への懸念などにより、欧米の減速局面が続いており、円高の

進展などもあり、依然として厳しい状況が続いております。

医療機器業界におきましても、昨年は国内の診療報酬がプラス改定となったものの、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。　

当社グループは、北米・欧州での景気回復の鈍さや更なる円高等の厳しい市場環境の中、特長ある新製

品の拡販や一層のコスト削減に努めてまいりました。　

なお、日立アロカメディカル(株)を前年度第４四半期より連結子会社化したことにより、医療機器事業

の診断用超音波装置のラインアップが拡大すると共に、汎用分析装置事業、医用分析装置事業のセグメン

トが前年同期に比べ増加しました。

この結果、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は、29,168百万円と前年同期比27.2％の増収とな

り、営業損失は1,693百万円（前年同期は営業損失1,741百万円）、経常損失は1,925百万円（前年同期は

経常損失2,161百万円）、四半期純損失は1,728百万円（前年同期は四半期純損失2,386百万円）となりま

した。

　

セグメントの業績を示すと、次の通りであります。

①医療機器事業

医療機器事業は、日立アロカメディカル(株)が加わった診断用超音波装置は前年同期を大幅に上回り

ました。Ｘ線装置は、海外では前年同期並みでしたが、国内では胃部集団検診Ｘ線システムが不調で前年

同期を下回りました。Ｘ線ＣＴ装置は、海外では64スライスＣＴ装置SCENARIA発売により前年同期を上回

りましたが、国内では16/8/4スライスＣＴ装置ECLOSが不調で前年同期を下回り、全体で前年同期を下回

りました。　

　ＭＲイメージング装置は、国内では超電導磁石方式のECHELON RXや永久磁石方式のAPERTO Lucentが好

調で前年同期を上回りましたが、海外では欧州・アジアにおいて永久磁石方式を中心に前年同期を下回

り、全体で前年同期を下回りました。　

この結果、当セグメントの売上高は、前年同期比3,951百万円（18.8％増）増の24,936百万円となりま

した。セグメント損失は、1,332百万円（前年同四半期セグメント損失1,328百万円）となりました。　

②医療情報システム事業
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医療情報システム事業の売上高は、前年同期比84百万円（4.3％減）減の1,854百万円となりました。セ

グメント損失は、249百万円（前年同四半期セグメント損失413百万円）となりました。

③汎用分析装置事業

汎用分析装置事業は、福島第１原子力発電所の事故により、食品、水道水、土壌、輸出品、ホットスポット

と呼ばれる線量率の高い場所の線量率測定等、新たな需要が出てきております。特にポータブルの放射線

測定装置（サーベイメータ、個人被ばく線量計等）の需要が増加しましたが、震災により一部部材の調達

に影響が出るなど増産体制が整わず、生産が需要に追いつかない状況が続きました。

 この結果、当セグメントの売上高は、1,068百万円となりました。セグメント損失は、166百万円となりま

した。　

　④医用分析装置事業

医用分析装置事業は、検体前処理分注装置LabFLEX2500や診断薬メーカーへのＯＥＭ分注装置の海外向

けが堅調に推移しました。

 この結果、当セグメントの売上高は、1,308百万円となりました。セグメント利益は、50百万円となりまし

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4,790百万円減少し、

147,157百万円となりました。これは、受取手形及び売掛金の10,442百万円減少、たな卸資産4,395百万円

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2,530百万円減少し、77,516百万円となりました。これは支払手形及

び買掛金の3,298百万円減少、短期借入金の1,708百万円の増加、流動負債その他の883百万円の減少など

によるものです。

純資産は、前連結会計年度末と比べて2,260百万円減少し、69,641百万円となりました。これは、主とし

て利益剰余金の1,926百万円減少、為替換算調整勘定の162百万円減少などによるものです。

　

(3) 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１四半期連結累計期間において、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。

　

(4) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は2,431百万円であります。
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第３ 【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23年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年８月５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) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【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23年６月30日 ― 39,540 ― 13,884 ― 21,206
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(6) 【大株主の状況】

総株主通知に基づき、平成23年６月30日現在の大株主の状況を記載しております。

　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23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 1,747 4.42

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　
セック　イント　ノン　ティーアール　クラ
イアント
(常任代理人　クレディ・スイス証券株式
会社)

ONE CABOT SQUARE LONDON E14 4QJ
(東京都港区六本木1-6-1)

885 2.24

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2-11-3 658 1.66

CBNY　DFA　INTL　SMALL　CAP　VALUE　
PORTFOLIO
(常任代理人　シティバンク銀行株式会
社)

388 GREENWICH STREET, NY, NY 10013,
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4-14-1 553 1.40

資産管理サービス信託銀行株式会社 東京都中央区晴海1-8-12 297 0.75

ステート　ストリート　バンク　アンド　ト
ラスト　カンパニー　505104
(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)

P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS
02101 U.S.A.
(東京都中央区月島4-16-13)

281 0.71

アールビーシー　デクシア　インベスター
　サービス　バンク　アカウント　ディー
ユービー　ノン　レジデントドメスティッ
ク　レート
(常任代理人　スタンダードチャータード
銀行)

14,PORTE DE FRANCE,L-4360
ESCH-SUR-ALZETTE GRAND DUCHY OF
LUXEMBOURG
(東京都千代田区永田町2-11-1)

215 0.54

青山　忠子 大阪府大阪市 190 0.48

計 ― 29,860 75.52

(注)　当社は、自己株式366,148株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合0.93％)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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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成23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 366,000

完全議決権株式(その他) 普通株式 38,620,000 38,620 ―

単元未満株式 普通株式 554,000
                    

―
―

発行済株式総数 　 39,540,000
                    

―
―

総株主の議決権 　         ― 38,620 ―

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式148株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成23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

366,000 ― 366,000 0.93

計 ― 366,000 ― 366,000 0.93

　

２ 【役員の状況】

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

 7/22



第４ 【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。)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、第１四半期連結会計期間(平成23年４月１日

から平成23年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23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)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 16,524 16,903

受取手形及び売掛金 45,756 35,314

商品及び製品 19,742 21,629

仕掛品 10,923 13,566

原材料及び貯蔵品 13,156 13,021

その他 7,495 8,029

貸倒引当金 △470 △435

流動資産合計 113,126 108,027

固定資産

有形固定資産 20,127 19,907

無形固定資産

のれん 1,916 2,399

その他 10,871 10,843

無形固定資産合計 12,787 13,242

投資その他の資産

その他 6,270 6,344

貸倒引当金 △363 △363

投資その他の資産合計 5,907 5,981

固定資産合計 38,821 39,130

資産合計 151,947 147,157

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 25,808 22,510

短期借入金 22,860 24,568

未払法人税等 348 164

製品保証引当金 1,450 1,532

災害損失引当金 38 38

その他 15,018 14,135

流動負債合計 65,522 62,947

固定負債

退職給付引当金 10,272 10,438

役員退職慰労引当金 501 449

その他 3,751 3,682

固定負債合計 14,524 14,569

負債合計 80,046 77,516
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 13,884 13,884

資本剰余金 21,210 21,211

利益剰余金 41,527 39,601

自己株式 △449 △450

株主資本合計 76,172 74,246

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △83 △115

土地再評価差額金 △3,053 △3,053

為替換算調整勘定 △1,850 △2,012

その他の包括利益累計額合計 △4,986 △5,180

少数株主持分 715 575

純資産合計 71,901 69,641

負債純資産合計 151,947 147,157
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【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22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

売上高 22,923 29,168

売上原価 15,841 18,713

売上総利益 7,082 10,455

販売費及び一般管理費 8,823 12,148

営業損失（△） △1,741 △1,693

営業外収益

受取利息 15 12

受取配当金 29 7

違約金収入 28 0

受取和解金 － 30

その他 63 70

営業外収益合計 135 119

営業外費用

支払利息 4 42

為替差損 538 215

その他 13 94

営業外費用合計 555 351

経常損失（△） △2,161 △1,925

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 18 －

特別損失合計 18 －

税金等調整前四半期純損失（△） △2,179 △1,925

法人税等 213 △180

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △2,392 △1,745

少数株主損失（△） △6 △17

四半期純損失（△） △2,386 △1,728
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【四半期連結包括利益計算書】
【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22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △2,392 △1,745

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △225 △45

為替換算調整勘定 △344 △115

その他の包括利益合計 △569 △160

四半期包括利益 △2,961 △1,905

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,948 △1,907

少数株主に係る四半期包括利益 △13 2
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【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　
当第１四半期連結累計期間 

(自　平成23年４月１日　至　平成23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。

　

【追加情報】

当第１四半期連結累計期間 
(自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日)

　　（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用）

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

１　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。

Central Medical Stores
Dept.

　12百万円

その他 15

連結会社以外の会社の金融機関等からのリース

契約及び借入金に対し、債務保証を行なっておりま

す。

Insight Health Corp.150百万円

Jacksonville Diagnostic
Imaging, LLC

97　

Valley Imaging Partners,
Inc.

92　

New Jersey Imaging
Partners

67　

Radnet Management, Inc48　

Carlisle HMA, LLC46　

Advanced Imaging at St.
Joseph's Medical

37　

Midtown Medical
ManagementⅡ, LLC

32　

その他 43
　

　１　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。

Central Medical Stores

Dept.
12百万円

その他  45

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。

 

Insight Health Corp.133百万円

Ide Imaging Partners, Inc.97　

Jacksonville Diagnostic
Imaging, LLC

94　

Valley Imaging Partners,
Inc.

85　

New Jersey Imaging
Partners

62　

Radnet Management, Inc.45　

Carlisle HMA, LLC43　

Advanced Imaging at St.
Joseph's Medical

33　

Midtown Medical Management
Ⅱ, LLC

31　

その他 20　

従業員の銀行借入債務（住宅資金融資）に対す

る保証　44百万円　

従業員の銀行借入債務（住宅資金融資）に対す

る保証　42百万円

 
２　輸出手形割引高　　　　　　　　132百万円

 
２　輸出手形割引高　　　　　　　　95百万円
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(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22年４月１日
至　平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

前第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれ

んを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びの

れんの償却額は、次のとおりであります。
 

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１

四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く

無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償

却額は、次のとおりであります。

 

減価償却費 1,158百万円 　
のれんの償却額 29　 　

減価償却費 1,273百万円 　
のれんの償却額 30　 　

　

(株主資本等関係)

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）

　　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22年５月25日
取締役会

普通株式 195 5.0平成22年３月31日平成22年５月27日 利益剰余金

　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

　　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23年５月25日
取締役会

普通株式 195 5.0平成23年３月31日平成23年５月27日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント
四半期連結損益計算書

計上額
医療機器 医療情報システム

売上高 　 　 　

  外部顧客への売上高 20,985 1,938 22,923

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ―

計 20,985 1,938 22,923

セグメント損失（△） △1,328 △413 △1,741

（注）　セグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失（△）の数値であります。

　

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント

その他 合計
医療機器

医療情報
システム

汎用分析
装置

医用分析
装置

計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 24,9361,854 1,068 1,30829,166 2 29,168

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ― 167 167

計 24,9361,854 1,068 1,30829,166 169 29,335

セグメント利益
又は損失（△）

△1,332 △249 △166 50 △1,697 13 △1,684

（注）　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、国内子会社の物流管理業務等であり

ます。

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項)

　 (単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 29,166

その他の売上高 169

セグメント間取引消去 △167

四半期連結損益計算書の売上高 29,168
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　 (単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 △1,697

その他の利益 13

セグメント間取引消去 0

全社費用 △9

四半期連結損益計算書の営業損失 △1,693

　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（のれんの金額の重要な変動）

「医療機器」セグメントにおいて、当社の連結子会社である日立医療（広州）有限公司につきまし

て、平成23年５月11日に少数株主が保有する全株式を取得し、完全子会社といたしました。なお、当該事

象によるのれんの増加額は、当第１四半期連結累計期間においては513百万円であります。
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(企業結合等関係)

　当第１四半期連結会計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

当社の連結子会社である日立医療（広州）有限公司につきましては、連結グループ経営のより一層の

強化を目的として、平成23年５月11日に少数株主が保有する全株式を取得し、完全子会社といたしまし

た。

１．結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の法定形式、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：日立医療（広州）有限公司

　　　事業の内容：中国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)企業結合の法定形式

　　　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　

　　全子会社化するものであります。

２．実施した会計処理の概要

「企業結合に係る会計基準」（企業会計基準第21号　平成20年12月26日）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20年12月26日）に基づ

き、共通支配下の取引等として処理いたしました。

３．追加取得した子会社株式の取得原価及びその内訳

　現金及び預金　　　750百万円

４．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

　　　513百万円

　　　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株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、次のとおりであります。

　

前第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

１株当たり四半期純損失金額（△） △60.88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。

　

１株当たり四半期純損失金額（△） △44.11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22年４月１日
至　平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失（△）
(百万円)

△2,386 △1,728

普通株式に係る四半期純損失（△）(百万円) △2,386 △1,728

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) 39,190 39,174
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(重要な後発事象)

共通支配下の取引等関係

（連結子会社の吸収合併について）

当社は、平成23年７月27日の経営会議において、当社の連結子会社であるHitachi Medical

Systems Europe Holding AGを吸収合併存続会社、ALOKA HOLDING EUROPE AGを吸収合併消滅会社と

する吸収合併を行うことを決議いたしました。

　

結合当事企業の名称及び事業の内容、企業結合日、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事業の内容

　　企業の名称：Hitachi Medical Systems Europe Holding AG

　　　事業の内容：欧州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。

　　　企業の名称：ALOKA HOLDING EUROPE AG

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

　(2)企業結合日

平成23年11月中旬

　(3)企業結合の法的形式

Hitachi Medical Systems Europe Holding AGを存続会社、ALOKA HOLDING EUROPE AGを消滅会社

とする吸収合併であります。

　(4)結合後企業の名称

Hitachi Medical Systems Europe Holding AG

　(5)取引の目的を含む取引の概要

現在、Hitachi Medical Systems Europe Holding AGとALOKA HOLDING EUROPE AGは、両社とも欧州

地域において超音波診断装置を販売しており、競合状態にあります。

　この競合状態を解消すると共に、日立メディコグループの欧州地域における販売体制を一元化し

て、超音波診断装置をはじめＭＲイメージング装置及びＸ線ＣＴ装置の販売拡大を図るために吸収

合併するものであります。
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２ 【その他】

　平成23年５月25日開催の取締役会において、平成23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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 195百万円

　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23年５月27日

　

EDINET提出書類

株式会社日立メディコ(E02314)

四半期報告書

20/22



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23年８月５日

株式会社日立メディコ

執行役社長　三木　一克　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    片　倉　正　美    印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    嵯　峨　貴　弘    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23年４月１日から平成24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23年４月１日から平成23年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23
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、四半
期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、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
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、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。
四半期レビューにおいては、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が実施される。四半期レビュー手続は、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実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
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
23年６月30日現在の財政状態及び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。
　
利害関係
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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