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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95期
第３四半期
連結累計期間

第96期
第３四半期
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12月31日

自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31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) 72,554 103,117 122,929

経常利益又は経常損失（△） (百万円) △2,446 △2,085 2,804

四半期純損失（△）又は当期純
利益

(百万円) △2,837 △3,019 10,500

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) △2,608 △3,336 11,100

純資産額 (百万円) 57,735 68,117 71,901

総資産額 (百万円) 117,987 149,654 151,947

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) △72.40 △77.07 267.97

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 (％) 48.7 45.2 46.8

　

回次
第95期
第３四半期
連結会計期間

第96期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自  平成22年10月１日
至  平成22年12月31日

自  平成23年10月１日
至  平成23年12月31日

１株当たり四半期純損失金額
(△)

(円) △49.66 △17.97

(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３四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３四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３四半期連結累計期間において、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。

　

２ 【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。

　

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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、3月11日に発生した東日本大震災の影響で寸断された

サプライチェーンや生産設備の復旧が急ピッチで進み、自粛ムードも和らぎ国内経済は平常を取り戻しつ

つあります。一方、レアメタル等の原材料の高止まりなどによるコスト上昇に加えて、円高の長期懸念によ

り、輸出産業への業績の下振れ影響が高まっています。

海外経済は、欧州債務問題の長期化や中国経済の成長鈍化などの世界的な経済不安があり依然として厳

しい状況が続いています。

 

医療機器業界におきましては、ヘルスケアに対するニーズが高まる一方でグローバルでの医療機器の性

能・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、このような厳しい市場環境の中でも、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４四半期連結会計期間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３四半期連結累計期間の売上高は103,117百

万円と対前年同四半期比42.1％の増収となり、営業損失287百万円（前年同期の営業損失1,722百万円）、経

常損失は2,085百万円（前年同期は経常損失2,446百万円）、四半期純損失3,019百万円（前年同期は四半期

純損失2,837百万円）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が前年を大幅に上回りま

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が好調で前年同期を上回りました

が、海外では北米のサービス収入が減少したことで前年同期を下回りました。その結果、全体で前年同期

を下回りました。Ｘ線装置は、海外では北米・欧州において前年同期を下回りましたが、国内では一般撮

影Ｘ線システムが堅調で前年同期並みでした。その結果、前年同期並みとなりました。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Ｃ

Ｔ装置ECLOSが前年同期を下回り、全体でも前年同期を下回りました。

　この結果、前年同期比18,726百万円（28.1％増）増の85,321百万円となりました。
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②医療情報システム事業

新製品の販売開始が計画より遅れたことなどにより、前年同期比104百万円（1.8％減）減の5,855百万

円となりました。

　

③汎用分析装置事業

福島第1原子力発電所の事故に起因する放射能汚染の深刻さが明らかになり、輸出品、食品、下水汚染と

その対象が広がるなかで、放射能測定装置の需要は防災関係者にとどまらず、一般企業、市民に拡大して

います。特にポータブルの放射能測定装置、個人被ばく線量計、食品放射能測定装置等の需要が増加しま

した。この結果　6,409百万円となりました。

　
④医用分析装置事業

検体前処理分析装置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、5,526百万円となりました。

　
(2) 財政状態の分析

当第３四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2,293百万円減少し、149,654百万円

となりました。これは、現金及び預金の3,010百万円減少などによるものです。

負債は、前連結会計年度末と比べて1,491百万円増加し、81,537百万円となりました。これは短期借入金

3,957百万円増加、支払手形及び買掛金の1,847百万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3,784百万円減少し、68,117百万円となりました。これは、主とし

て利益剰余金の3,304百万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３四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３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は7,684百万円であります。
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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３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成23年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年２月10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12月31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23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 24,396 61.70

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 1,772 4.48

ステート ストリート バンク ア
ンド トラスト カンパニー
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)

1,059 2.68

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）

835 2.11

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2-11-3 638 1.61

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4-14-1 537 1.36

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）

281 0.71

ゴールドマン　サックス　イン
ターナショナル
（常任代理人　ゴールドマン・
サックス証券株式会社）

133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB,UK
（東京都港区六本木6-10-1）

207 0.53

日立メディコ取引先持株会 東京都千代田区外神田4-14-1 200 0.51

計 ― 30,578 77.34

(注)　当社は、自己株式372,147株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合0.94％）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 372,000

完全議決権株式(その他) 普通株式 38,622,000 38,622 ―

単元未満株式 普通株式 546,000                    ― ―

発行済株式総数 　 39,540,000                    ― ―

総株主の議決権 　         ― 38,622 ―

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式147株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成23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

372,000 ― 372,000 0.94

計 ― 372,000 ― 372,000 0.94

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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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３四半期連結会計期間(平成23年10月１日

から平成23年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 16,524 13,514

受取手形及び売掛金 ※３
 45,756

※３
 37,803

商品及び製品 19,742 24,002

仕掛品 10,923 13,577

原材料及び貯蔵品 13,156 13,518

その他 7,495 9,123

貸倒引当金 △470 △486

流動資産合計 113,126 111,051

固定資産

有形固定資産 20,127 19,410

無形固定資産

のれん 1,916 2,339

その他 10,871 11,731

無形固定資産合計 12,787 14,070

投資その他の資産

その他 6,270 5,518

貸倒引当金 △363 △395

投資その他の資産合計 5,907 5,123

固定資産合計 38,821 38,603

資産合計 151,947 149,654

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 25,808 23,961

短期借入金 22,860 26,817

未払法人税等 348 315

製品保証引当金 1,450 1,499

災害損失引当金 38 －

その他 15,018 14,832

流動負債合計 65,522 67,424

固定負債

退職給付引当金 10,272 10,817

役員退職慰労引当金 501 467

その他 3,751 2,829

固定負債合計 14,524 14,113

負債合計 80,046 81,537
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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３四半期連結会計期間
(平成23年12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 21,211

利益剰余金 41,527 38,223

自己株式 △449 △456

株主資本合計 76,172 72,862

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △83 △43

土地再評価差額金 △3,053 △2,850

為替換算調整勘定 △1,850 △2,399

その他の包括利益累計額合計 △4,986 △5,292

少数株主持分 715 547

純資産合計 71,901 68,117

負債純資産合計 151,947 149,654
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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22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年12月31日)

売上高 72,554 103,117

売上原価 49,165 66,193

売上総利益 23,389 36,924

販売費及び一般管理費 25,111 37,211

営業損失（△） △1,722 △287

営業外収益

受取利息 29 32

受取配当金 59 17

その他 159 248

営業外収益合計 247 297

営業外費用

支払利息 13 140

為替差損 820 1,730

その他 138 225

営業外費用合計 971 2,095

経常損失（△） △2,446 △2,085

特別損失

投資有価証券評価損 － 363

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 18 363

税金等調整前四半期純損失（△） △2,464 △2,448

法人税等 309 569

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △2,773 △3,017

少数株主利益 64 2

四半期純損失（△） △2,837 △3,019
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【四半期連結包括利益計算書】
【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22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △2,773 △3,017

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,012 27

為替換算調整勘定 △847 △549

土地再評価差額金 － 203

その他の包括利益合計 165 △319

四半期包括利益 △2,608 △3,336

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,656 △3,310

少数株主に係る四半期包括利益 48 △26
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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３四半期連結累計期間

(自　平成23年４月１日　至　平成23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。

　

【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31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）

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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31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 Management
Ⅱ, 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。

Senior Finance Controller14百万円

その他  39

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.111百万円

Jacksonville Diagnostic
Imaging, LLC

91　

Ide Imaging Partners, Inc.87　

Valley Imaging Partners,
Inc.

74　

New Jersey Imaging
Partners

56　

Radnet Management, Inc.40　

Carlisle HMA, LLC37　

Advanced Imaging at St.
Joseph's Medical

27　

その他 10　

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　

 
　２　輸出手形割引高　　　　　　　132百万円

従業員の銀行借入債務（住宅資金融資）に対す

る保証　39百万円

 
　２　輸出手形割引高　　　　　　　136百万円
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※３　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、手形交換日をもって決済処理しております。

　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

期手形が、四半期連結会計期間末残高から除かれております。

 

　
前連結会計年度

(平成23年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日）

　
　受取手形

　
－ 　

　
159百万円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

当第３四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３

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。

 

　
前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日)

　
　減価償却費

　のれんの償却額

　
3,218百万円

89　

　
3,876百万円

90　

　

(株主資本等関係)

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日)

　(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

平成22年10月29日
取締役会

普通株式 195 5.0平成22年９月30日平成22年11月26日 利益剰余金

　

　(2) 基準日が前第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が前第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。

　

　Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日）

（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

平成23年10月27日
取締役会

普通株式 195 5.0平成23年９月30日平成23年11月28日 利益剰余金

　

（2）基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31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 66,595 5,959 72,554

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ―

計 66,595 5,959 72,554

セグメント損失（△） △639 △1,083 △1,722

（注）　セグメント損失（△）の合計額は、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３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31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 85,3215,855 6,409 5,526103,111 6 103,117

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ― 481 481

計 85,3215,855 6,409 5,526103,111 487 103,598

セグメント利益又は損失
（△）

△1,294 △970 1,099 863 △302 42 △260

（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．報告セグメントの売上高及び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)

売上高 金額

報告セグメント計 103,111

その他の売上高 487

セグメント間取引消去 △481

四半期連結損益計算書の売上高 103,117
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　 (単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 △302

その他の利益 42

セグメント間取引消去 0

全社費用 △27

四半期連結損益計算書の営業損失 △287

　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
　

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

１株当たり四半期純損失金額（△） △72.40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（△） △77.07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３第四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23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)

△2,837 △3,019

普通株式に係る四半期純損失（△）(百万円) △2,837 △3,019

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) 39,187 39,171

　
(重要な後発事象)

　　該当事項はありません。

　

２ 【その他】

　第96期（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）中間配当については、平成23年10月27日開

催の取締役会において、平成23年９月30日の最終株主名簿に記載された株主に対し、次のとおり中間

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11月28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24年２月10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３四半期連結会計期間

(平成23年10月１日から平成23年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23

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

半期連結包括利益計算書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12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四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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