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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 426,811 △27.2 △7,244 ― △6,159 ― △5,603 ―

21年3月期第3四半期 586,636 ― 14,837 ― 16,910 ― 9,538 ―

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3四半期 △40.74 ―

21年3月期第3四半期 69.34 ―

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3四半期 389,253 226,290 58.1 1,643.54
21年3月期 427,576 234,278 54.7 1,701.74

（参考） 自己資本  22年3月期第3四半期  226,056百万円 21年3月期  234,064百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 0.00 15.00 0.00 15.00 30.00
22年3月期 0.00 5.00 0.00

22年3月期 
（予想）

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 600,000 △22.6 △5,300 ― △4,500 ― △5,300 ― △38.53
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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、7ページ「３．その他 (1)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」をご覧下さい。 

(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、7ページ「３．その他 (2)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」をご覧下さい。 

(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 

 上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成されたものであります。 
 実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
 業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、4ページ「１．連結経営成績及び連結業績予想に関する 
 定性的情報 (3)平成22年3月期 通期の業績予想」をご覧下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 137,738,730株 21年3月期 137,738,730株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期 196,324株 21年3月期 194,214株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 137,543,364株 21年3月期第3四半期 137,547,708株
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１．連結経営成績及び連結業績予想に関する定性的情報 

 

(1)当第 3四半期連結累計期間の概況 

当第3四半期連結累計期間(平成21年 4月～平成21年 12月)の経営成績は、売上高426,811

百万円(前年同四半期連結累計期間(以下、前年同期)比 27.2%減)、営業損失 7,244 百万円(前

年同期は 14,837 百万円の営業利益)、経常損失 6,159 百万円(前年同期は 16,910 百万円の経

常利益)、四半期純損失5,603百万円(前年同期は9,538百万円の四半期純利益)となりました。 

 

(2)セグメント別の概況 

電子デバイスシステム 

 半導体製造装置は、測長 SEM を始めとする検査・解析装置は、大手ファウンドリーの投資

再開等による回復基調にあるものの、年度後半での納入となるため、売上高は減少となりま

した。エッチング装置は、装置本体は米国向けが好調に推移したものの、顧客の生産調整等

の影響を受け、部品・サービス事業が大幅に減少したため、全体では減少となりました。 

 液晶関連製造装置は、各パネルメーカーの稼働率は回復しつつあるものの、設備投資につ

いては依然として慎重であることから、露光装置、実装装置が大幅に減少しました。 

以上の結果、当セグメントの売上高は 67,096 百万円(前年同期比 43.6%減)、営業損失は

16,274 百万円(前年同期は 2,343 百万円の営業損失)となりました。 

 

ライフサイエンス 

医用分析装置は、生化学・免疫分析システムにおける新製品の納入が初期立上げ期から安

定期に移行したことにより減少しました。バイオ関連機器は、主力の DNA シーケンサーを始

めとして堅調に推移しました。 

以上の結果、当セグメントの売上高は 65,797 百万円(前年同期比 6.6%減)、営業利益は

11,071 百万円(前年同期比 29.4%減)となりました。 

 

情報エレクトロニクス 

情報通信関連は、米国向け携帯電話が大幅に減少しました。チップマウンタは、国内及び

アジア市場での顧客投資凍結等により大幅に減少しました。半導体は一部顧客の生産が回復

基調にあるものの本格的な回復には至らず大幅に減少しました。 

以上の結果、当セグメントの売上高は 113,298 百万円(前年同期比 23.4%減)、営業損失は

3,148 百万円(前年同期は 646 百万円の営業損失)となりました。 

 

先端産業部材 

シリコンウェーハは、顧客稼働率は改善されたものの、本格的な回復には至らず大幅に減

少しました。自動車関連部品は、自動車購入減税等の効果により回復基調にあるものの、本

格的な回復には至らず大幅に減少しました。 

以上の結果、当セグメントの売上高は 180,620 百万円(前年同期比 27.6%減)、営業利益は

1,175 百万円(前年同期比 45.0%減)となりました。 

 

 

 

㈱日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ (8036)       
平成22年3月期 第3四半期決算短信

3



 

(3)平成 22 年 3 月期 通期の業績予想 

 2008 年秋の金融危機から深刻な同時不況となった世界経済は、各国において協調して行わ

れた景気対策の効果もあり、底打ちから持ち直しへと緩やかに回復しつつあります。しかし、

米国景気の先行き警戒感、ドバイ首長国の信用不安、円高ドル安など不安要素が数多くでて

きており、「二番底」のリスクもあり、経済の回復力は極めて不透明な状況が続くと予想され

ます。 

当社を取り巻く環境は、台湾を中心とした大手ファウンドリーの投資回復に加え、大手半

導体メモリーメーカーも設備投資を再開する見通しから、半導体製造装置は年度末にかけて

回復することが予想されます。しかし、液晶関連市場は、依然として新規設備投資が慎重で

あることから、本格的な回復は来年度以降になるものと予想されます。 

情報エレクトロニクス・先端産業部材では、顧客の生産・在庫調整が一巡したことに加え、

環境・エネルギー分野を中心として緩やかな回復が期待されますが、本格的な需要回復には

時間がかかるものと予想されます。 

 

このような環境下、当社は事業構造改革として、前年度より人員の適正化と休業の実施、

設備投資・研究開発の厳選等を進めてまいりましたが、本格的な市場回復が遅れているため、

更なる総費用低減に現在取り組んでおります。今後とも、継続的かつ抜本的なコスト構造の

見直しにグループ一丸となって取り組んでまいります。 

一方で、今後著しい成長が見込まれる環境・エネルギー分野へ注力するため、平成 21 年 4

月より新組織を設立し既存ビジネスとのシナジーの最大化を図るとともに、当社のコア・コ

ンピタンスである「計測・分析技術」を用いた、環境に貢献する高付加価値ソリューション

の開発推進、他社との差別化を図る付加価値提供型ビジネスの創出等、成長戦略を加速させ、

業容の拡大に努めてまいります。 

  

以上により、当社は平成 22 年 3 月期で、売上高 600,000 百万円(前期比 22.6%減)、営業損

失 5,300 百万円(前期は 14,909 百万円の営業利益)、経常損失 4,500 百万円(前期は 16,475 百

万円の経常利益)、当期純損失 5,300 百万円(前期は 7,075 百万円の当期純利益)を業績予想と

しております。 

  

今後とも、ハイテク・ソリューション事業におけるグローバルトップを目指すとともに、

顧客及び市場のニーズにスピーディーに対応して、業績予想の達成を目指してまいります。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

 

(1)資産、負債及び純資産等の状況 

    当第3四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ38,322百万円減少し、

389,253 百万円となりました。 

 流動資産は、現金及び預金が 4,824 百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が 32,892 百

万円、関係会社預け金が6,620百万円減少したこと等により36,206百万円減少いたしました。 

 固定資産は、有形固定資産が 1,436 百万円、投資その他の資産が 904 百万円減少したこと等

により 2,116 百万円減少いたしました。 

  当第3四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ30,334百万円減少し、

162,964 百万円となりました。 

 流動負債は、支払手形及び買掛金が 18,962 百万円減少したこと等により 29,957 百万円減少

いたしました。 

  当第 3 四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ 7,988 百万円減少し、

226,290 百万円となりました。 

その他有価証券評価差額金が 628 百万円増加したものの、利益剰余金が 8,354 百万円、為替

換算調整勘定が356百万円減少したこと等により、純資産は7,988百万円減少いたしました。 

  以上の結果、当第 3 四半期連結会計期間末における自己資本比率は、前連結会計年度末比

3.4 ポイント上昇し 58.1％となったものの、1株当たり純資産は 58 円 20 銭減少し、1,643 円

54 銭となりました。 

 

(2)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 72,004 百万円となり、前連結

会計年度末より 7,623 百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とその主な要因

は以下の通りです。 

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 当第 3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連

結累計期間(以下、前年同期)に比べて 13,995 百万円増加し、5,733 百万円の収入となりまし

た。前年同期に対するキャッシュ・フローの主な増加要因は、売上債権とたな卸資産及び仕入

債務を合計した運転資金が 28,009 百万円改善したこと、法人税等の支払額が 18,656 百万円減

少したことによります。一方で、前年同期に対するキャッシュ・フローの主な減少要因は、税

金等調整前四半期純利益が 23,725 百万円減少したことによります。 

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当第 3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ

て 6,069 百万円減少し、9,592 百万円の支出となりました。前年同期に対するキャッシュ・フ

ローの主な減少要因は、有価証券及び投資有価証券の売却による収入が、前年同期に比べ1,959

百万円減少したこと、また、その他の資金運用による支出が 4,500 百万円増加したことにより

ます。 
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以上により、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合

計したフリー・キャッシュ・フローは前年同期に比べて 7,927 百万円増加し 3,860 百万円の支

出となりました。 

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当第 3四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ

て 6,196 百万円増加し、2,756 百万円の支出となりました。前年同期に対するキャッシュ・フ

ローの主な増加要因は、配当金の支払額が前年同期に比べ 1,719 百万円減少したこと、また、

前年同期はその他に含まれている海外子会社での少数株主からの株式買取により 4,460 百万

円支出したことによります。 

 

当社グループの財務政策として、業容拡大に伴う運転資金及び研究開発投資・設備投資に対

応するための適切な流動性の維持と資金の確保、並びに健全なバランスシートの維持を図りな

がら、財務基盤の強化を行ってまいります。具体的には売掛金の早期回収やたな卸資産の圧縮

等の運転資金の改善促進に加え、保有資産の見直し等を行い、連結ベースでのフリー・キャッ

シュ・フローの増加に努めてまいります。 

また、当社グループでのキャッシュ・プーリングによりグループ内の資金の効率化を図ると

ともに、日立グループでのキャッシュ・プーリングも活用することで、流動性の維持と収益性

の向上を図ってまいります。 

更に、日立グループ共通の経営管理指標である「FIV」(経済付加価値)による業績評価を徹

底することで、当社グループ全体での資産効率向上を促し、資本コストを上回る利益を安定的

に確保できる経営体制を目指してまいります。 
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３．その他 

 

(1)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 

 （簡便な会計処理の適用） 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

   当第 3 四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな
いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

 

②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

按分して算定しております。 

   なお、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して

算出する方法によっております。 

 

③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

   繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差

異等の発生状況に著しい変化がないと認められた場合は、前連結会計年度において使用した将来の業

績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。また、前連結会計年度末以降に

経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化があると認められた場合は、前連結会計年度

において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したもの

を利用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の適用） 

①原価差異の繰延処理 

   操業度により発生した原価差異に関して、原価計算期間末までにほぼ解消が見込まれる場合は、当

該原価差異を流動資産又は流動負債「その他」として繰り延べることとしております。 

 

②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。 

   ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、

法定実効税率を使用する方法によっております。 

 

(2)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 

（連結の範囲に関する事項の変更） 

(a)連結の範囲の変更 

前連結会計年度まで連結子会社であった日立ﾊｲﾃｸｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂｻｰﾋﾞｽ（ｱｼﾞｱ）Pte.Ltd.は、平成 18 年 4

月 1 日付で連結子会社である日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ会社と日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞﾏﾚｰｼｱ会社と日立ﾊｲﾃｸﾉ

ﾛｼﾞｰｽﾞﾀｲﾗﾝﾄﾞ会社と日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ上海会社に事業譲渡を行い、平成21年 8月 12日付で清算が完了

したことにより、第2四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しております。 

 

(b)変更後の連結子会社の数  27社    

 

（会計処理基準に関する事項の変更） 

①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」（企業会計基準委員会 平成19年 12月 27日 企業会計基準第15号）及び「工

事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成 19 年 12 月 27 日 企業会計基準適

用指針第18号）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。 

 これによる当四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 
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４.【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 27,508 22,685

受取手形及び売掛金 121,426 154,318

有価証券 110 98

商品及び製品 29,325 27,299

仕掛品 38,265 41,440

原材料 3,343 3,216

関係会社預け金 60,661 67,281

その他 26,050 27,019

貸倒引当金 △2,268 △2,729

流動資産合計 304,419 340,626

固定資産   

有形固定資産 57,002 58,438

無形固定資産   

のれん 291 358

その他 4,203 3,912

無形固定資産合計 4,494 4,269

投資その他の資産   

その他 24,380 25,282

貸倒引当金 △1,041 △1,039

投資その他の資産合計 23,339 24,242

固定資産合計 84,834 86,950

資産合計 389,253 427,576
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 94,910 113,871

未払法人税等 1,428 1,654

製品保証引当金 1,957 1,920

その他 38,686 49,492

流動負債合計 136,980 166,937

固定負債   

退職給付引当金 25,163 25,409

役員退職慰労引当金 193 276

その他 627 675

固定負債合計 25,983 26,361

負債合計 162,964 193,298

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,938 7,938

資本剰余金 35,745 35,745

利益剰余金 183,143 191,497

自己株式 △319 △316

株主資本合計 226,507 234,864

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,181 2,552

繰延ヘッジ損益 △76 △153

為替換算調整勘定 △3,555 △3,199

評価・換算差額等合計 △451 △800

少数株主持分 234 213

純資産合計 226,290 234,278

負債純資産合計 389,253 427,576
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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 586,636 426,811

売上原価 505,645 374,305

売上総利益 80,991 52,506

販売費及び一般管理費 66,153 59,751

営業利益又は営業損失（△） 14,837 △7,244

営業外収益   

受取利息 504 301

受取配当金 584 132

貸倒引当金戻入額 947 447

雑収入 616 662

営業外収益合計 2,651 1,542

営業外費用   

支払利息 87 70

固定資産処分損 287 304

雑損失 204 83

営業外費用合計 578 457

経常利益又は経常損失（△） 16,910 △6,159

特別利益   

投資有価証券売却益 － 554

固定資産売却益 685 －

特別利益合計 685 554

特別損失   

投資有価証券売却損 298 －

投資有価証券評価損 322 －

事業構造改善費用 － 1,146

特別損失合計 621 1,146

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（△）

16,974 △6,751

法人税、住民税及び事業税 8,472 △1,631

法人税等調整額 △1,072 462

法人税等合計 7,400 △1,170

少数株主利益 36 21

四半期純利益又は四半期純損失（△） 9,538 △5,603
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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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

16,974 △6,751

減価償却費 7,081 7,244

のれん償却額 △49 67

退職給付引当金の増減額（△は減少） 235 △286

その他の引当金の増減額（△は減少） △1,833 △434

受取利息及び受取配当金 △1,088 △433

支払利息 87 70

売上債権の増減額（△は増加） 63,288 32,248

たな卸資産の増減額（△は増加） △30,199 △1,798

仕入債務の増減額（△は減少） △48,572 △17,924

その他の資産・負債の増減額 829 △8,897

その他 313 △21

小計 7,067 3,084

利息及び配当金の受取額 1,073 382

利息の支払額 △24 △11

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △16,378 2,278

営業活動によるキャッシュ・フロー △8,263 5,733

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △40 △45

定期預金の払戻による収入 40 40

有価証券の売却による収入 1,022 20

有形及び無形固定資産の取得による支出 △7,858 △6,085

有形及び無形固定資産の売却による収入 1,512 134

投資有価証券の売却による収入 1,800 843

貸付金の回収による収入 1 1

その他 － △4,500

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,524 △9,592

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △4,470 △2,751

その他 △4,482 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,952 △2,756

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,683 △1,007

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △23,421 △7,623

現金及び現金同等物の期首残高 77,853 79,628

現金及び現金同等物の四半期末残高 54,432 72,004
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(4)継続企業の前提に関する注記

　 該当事項はありません。

(5)セグメント情報

①事業の種類別セグメント情報

   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）
(単位：百万円)

電子
ﾃﾞﾊﾞｲｽｼｽﾃﾑ

ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ
情報
ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ

先端産業
部材

計
消去又は
全社

連結

　

売　　上　　高

(1)外部顧客に対する売上高 118,943 70,431 147,949 249,313 586,636 - 586,636

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 42 136 56 1,147 1,381 (1,381) -

　　　　 計 118,985 70,567 148,005 250,460 588,017 (1,381) 586,636

営業利益又は営業損失（△） △2,343 15,678 △646 2,135 14,824 13 14,837

   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）
(単位：百万円)

電子
ﾃﾞﾊﾞｲｽｼｽﾃﾑ

ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ
情報
ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ

先端産業
部材

計
消去又は
全社

連結

　

売　　上　　高

(1)外部顧客に対する売上高 67,096 65,797 113,298 180,620 426,811 - 426,811

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 12 14 2,365 1,013 3,404 (3,404) -

　　　　 計 67,109 65,811 115,663 181,633 430,215 (3,404) 426,811

営業利益又は営業損失（△） △16,274 11,071 △3,148 1,175 △7,178 (67) △7,244

（注）１．事業の区分は社内管理上使用している区分によっております。
      ２．各事業の主な商品・製品
        (1) 電子デバイスシステム
           半導体製造装置、半導体工程検査装置、電子顕微鏡、液晶関連装置　他
        (2) ライフサイエンス
           バイオ関連機器、医用分析機器、質量分析計、核磁気共鳴装置、分光光度計、
           クロマトグラフ等の各種分析計測機器　他
        (3) 情報エレクトロニクス
           計装機器及び関連システム、自動組立システム、自動車用各種計測・検査機器、発・変電システム、
           研究試験設備、電子部品実装システム、コンピュータシステム、周辺機器、ＯＡ関連機器、
　         半導体・集積回路、液晶表示装置、その他各種電子部品、民生用情報機器　他
        (4) 先端産業部材
           光通信部材、光ストレージ部材、電子材料、基板材料、鉄鋼製品、非鉄金属製品、
           その他化成品、建設資材　他
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  ②所在地別セグメント情報

　 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）
(単位：百万円)

 　売　　上　　高

　　(1)外部顧客に対する売上高 422,380 57,954 54,333 51,693 275 586,636 - 586,636

　　(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高 132,132 2,097 792 15,480 49 150,551 (150,551) -

　　　　 計 554,512 60,051 55,125 67,174 324 737,187 (150,551) 586,636

 　営業利益又は営業損失（△） 13,451 518 505 1,051 △1 15,525 (688) 14,837

　 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）
(単位：百万円)

 　売　　上　　高

　　(1)外部顧客に対する売上高 281,626 50,584 45,637 48,522 443 426,811 - 426,811

　　(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高 106,838 2,065 1,023 11,477 67 121,470 (121,470) -

　　　　 計 388,463 52,649 46,660 59,999 510 548,281 (121,470) 426,811

 　営業利益又は営業損失（△） △8,455 433 382 1,219 △12 △6,434 (810) △7,244

　 （注）国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域
　　　 　 (1) 国又は地域の区分方法………………地理的近接度による。
　　　　  (2) 各区分に属する主な国又は地域……北　米 ： 米国、カナダ
                                          　  欧　州 ： ドイツ、イギリス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  アジア ： シンガポール、韓国、中国、香港、台湾
　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　  その他 ： ブラジル、イスラエル

その他 計
消去又は
全社

連結日本 北米 欧州 アジア

消去又は
全社

連結日本 北米 欧州 アジア その他 計

㈱日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ (8036)       
平成22年3月期 第3四半期決算短信

13



　③海外売上高

   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）
(単位：百万円)

海   外   売   上   高 53,017 60,815 144,575 14,243 272,649

連   結   売   上   高 586,636

連結売上高に占める海外売上高の割合 9.0% 10.4% 24.7% 2.4% 46.5%

   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）
(単位：百万円)

海   外   売   上   高 47,111 51,603 117,421 11,403 227,539

連   結   売   上   高 426,811

連結売上高に占める海外売上高の割合 11.0% 12.1% 27.5% 2.7% 53.3%

　　（注）１．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
　　　  　２．国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域
　　 　　　 (1) 国又は地域の区分方法………………地理的近接度による。
　  　　　  (2) 各区分に属する主な国又は地域……北　米 ： 米国、カナダ
 　　　　　　　　  　　　　　　 　　　　　 　　 欧　州 ： ドイツ、イギリス
　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　　　 　　 アジア ： シンガポール、韓国、中国、香港、台湾
 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 　　 その他の地域 ： 中近東、中南米

(6)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　  該当事項はありません。

計北米 欧州 アジア その他の地域

計北米 欧州 アジア その他の地域
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