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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第1四半期 18,311 △22.1 △2,477 ― △2,382 ― △2,539 ―

21年3月期第1四半期 23,495 15.8 549 ― 880 ― 474 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第1四半期 △64.78 ―

21年3月期第1四半期 12.08 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第1四半期 97,838 61,816 61.8 1,541.21
21年3月期 107,132 63,255 57.8 1,578.26

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  60,423百万円 21年3月期  61,886百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 4.50 ― 5.00 9.50

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

5.00 ― 5.00 10.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

48,000 △10.3 △2,400 ― △2,400 ― △2,700 ― △68.87

通期 116,000 0.8 3,000 △20.4 2,800 9.1 1,800 57.2 45.90
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
[(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。] 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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されるもの） 

[(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。] 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 ・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況
の変化等により、上記数値と異なる場合があります。 
 業績予想の前提となる条件等については、３ページ【定性的情報・財務諸表等】「３.連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 39,540,000株 21年3月期  39,540,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  334,461株 21年3月期  328,461株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 39,208,372株 21年3月期第1四半期 39,239,089株
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当第１四半期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など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183億１千１百万円と前年同期比22.1％減となりました。また、営業損失24億

７千７百万円、経常損失23億８千２百万円、四半期純損失25億３千９百万円と赤字となりました。 

  
(1) 事業別売上高の概況 

医療機器事業は、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期を下回ったことから、前年同期比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。 

 医療情報システム事業は、健診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。 

  
(2) 国内・海外売上高の概況 

国内売上高は、ＭＲイメージング装置、Ｘ線装置、他社製品販売など全体的に伸び悩んだたことから、

前年同期比24億５千４百万円（18.4％減）減の108億７千４百万円となりました。 

海外売上高は、北米市場が高磁場オープンＭＲイメージング装置OASISの伸びはあったものの、サービ

ス収入の減少により6.2％減、欧州市場が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34.1％減、アジア市場他がＸ線ＣＴ装置で伸び悩み46.5％減となりました。この

結果、全体では前年同期比27億３千万円（26.9％減）減の74億３千６百万円となりました。 

  
(3) 営業利益、経常利益、四半期純利益 

営業損益、経常損益及び四半期純損益は、コスト削減に努めましたが、上記の減収影響や売価の低下が

大きく、赤字となりました。 

  

当第１四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、その他有価証券差額金の12億５千７百万円増加など

によるものです。 

  

(1)第2四半期連結累計期間連結業績予想  

昨年度からの世界的景気悪化の影響による医療機器需要の減少が米国、欧州を始めアジア・日本に及ん

でおり、第1四半期の売上高は前年同期比22.1％減となりました。第2四半期に入り、需要は回復基調にあ

りますが、現時点において平成21年4月27日に公表いたしました業績予想を達成することは困難であるた

め、今般第2四半期連結累計期間の予想数値を修正することと致しました。 

  
(2)通期連結業績予想  

世界の医療機器需要の回復はずれ込んでおりますが、年度後半には国内外の需要回復及び新製品の売上

増により、通期では当初の業績予想を達成できる見込みであり、予想数値の変更はありません。 

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

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。 

  

2.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。 

  

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。 

 この結果、従来の方式によった場合に比べて、損益に与える影響は軽微であります。 

  

4. その他
(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

(株)日立メディコ(6910) 平成22年３月期決算短信

- 4 -



5.【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 15,613 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】 

(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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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） 

 該当事項はありません。 

  

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） 

 該当事項はありません。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(株)日立メディコ(6910) 平成22年３月期決算短信

- 8 -


