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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 68,426 △12.7 △4,557 ― △4,534 ― △4,818 ―

21年3月期第3四半期 78,358 ― 12 ― △1,107 ― △1,727 ―

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 △122.90 ―

21年3月期第3四半期 △44.04 ―

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 93,813 56,169 59.7 1,428.43
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3四半期  55,991百万円 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

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 ― 4.50 ― 5.00 9.50
22年3月期 ― 5.00 ―

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 109,500 △4.9 700 △81.4 600 △76.6 100 △91.3 2.55
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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、４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3四半期 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3四半期  342,358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3四半期 39,203,729株 21年3月期第3四半期 39,229,778株
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当第３四半期連結累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、医療情報システム事業共に減収となりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は、68,426百万円と対前年同期比12.7％の減収とな

り、営業損失は4,557百万円（前年同期は営業利益12百万円）、経常損失は4,534百万円（前年同期は経常

損失1,107百万円）、四半期純損失4,818百万円（前年同期は四半期純損失1,727百万円）となりました。 

  
(1) 事業別売上高の概況 

医療機器事業は、国内のＭＲイメージング装置が新製品AIRIS VentoやAPERTO Eternaにより、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期を下回りました。 

 また、国内ではＸ線装置と他社製品販売が減少したことにより、前年同期比9,484百万円（13.3％減）

減の61,637百万円となりました。 

 医療情報システム事業は、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は堅調に推移し

ましたが、当社の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447百万円（6.2％減）減

の6,789百万円となりました。 

  
(2) 国内・海外売上高の概況 

国内売上高は、ＭＲイメージング装置や診断用超音波装置は堅調に推移したものの、医療情報システ

ム、他社製品販売などが減少したことから、前年同期比3,285百万円（7.2％減）減の42,485百万円となり

ました。 

海外売上高は、世界的景気停滞や為替の影響を大きく受け、北米市場ではＭＲイメージング装置・サー

ビス収入の減少により13.4％減、欧州市場ではＭＲイメージング装置、診断用超音波装置が低迷し29.0％

減となりました。アジア市場他では中国市場において好調でしたが、現地通貨安影響の大きい地域でＭＲ

イメージング装置やＸ線ＣＴ装置が減少し16.8％減となりました。この結果、全体では前年同期比6,647

百万円（20.4％減）減の25,941百万円となりました。 

  

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。 

  

・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
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世界的景気悪化の影響による医療機器需要の減少や価格競争が激化している状況下、国内及び米国にお

いては前期並みの売上高見通しですが、予想数値に対しては、米国、欧州を始めアジアにおいて、当初見

込み以上に需要の回復が遅れており、連結売上高全体では前回公表いたしました業績予想を下回る見込み

です。 

 営業利益・経常利益・当期純利益につきましても、収益改善のために一層のコストダウン等進めてまい

りましたが、売上高減少による操業度減少や価格競争激化による売価下落などが大きく、前回公表いたし

ました業績予想を下回る見込みです。  

  
  

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。 

  

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 

  

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。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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
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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 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 15,446 15,585

無形固定資産   

のれん 2,059 －

その他 5,549 5,229

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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 該当事項はありません。 

  

 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
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