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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

22年3月期 108,452 △5.8 387 △89.7 253 △90.1 △633 ―

21年3月期 115,088 4.3 3,766 13.8 2,566 6.4 1,145 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 △16.15 ― △1.0 0.2 0.4
21年3月期 29.20 ― 1.8 2.4 3.3

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  △40百万円 21年3月期  10百万円

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 106,504 60,760 56.9 1,545.39
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  60,567百万円 21年3月期  61,886百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 4,434 △5,103 △799 12,575
21年3月期 1,958 △8,322 △351 14,067

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 4.50 ― 5.00 9.50 372 32.5 0.6
22年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 391 ― 0.6

23年3月期 
（予想）

― 5.00 ― 5.00 10.00 43.6

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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）

 

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

51,000 9.3 300 ― 300 ― 100 ― 2.55

通期 112,000 3.3 2,000 416.8 1,900 651.0 900 ― 22.96
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

〔(注)詳細は、19ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。〕 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注)1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、44ページ「１株当たり情報」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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 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  347,902株 21年3月期  328,461株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

22年3月期 85,586 △5.4 △376 ― 60 △87.3 51 △52.9

21年3月期 90,439 7.2 396 ― 472 1.8 108 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 1.30 ―

21年3月期 2.77 ―

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 96,025 57,275 59.6 1,461.41
21年3月期 93,495 57,421 61.4 1,464.40

（参考） 自己資本 22年3月期  57,275百万円 21年3月期  57,421百万円

※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。 
なお、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、３ページ「1.経営成績(1)経営成績に関する分析」をご覧下
さい。 
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当連結会計年度におけるわが国経済は、前年度からの世界同時不況の影響で大変厳しい状況からスタ

ートしましたが、緊急経済対策やアジアを中心とする海外経済の回復などにより、年度後半には景気の

悪化に底打ちが見られてきました。しかし、急激な為替変動、厳しい雇用・所得環境、デフレ圧力など

の懸念要因も払拭できず、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、世界的な景気悪化の影響や医療費抑制策の影響による医療機器需要の

減少、価格競争の激化などで厳しい経営環境が続きました。 

このような経営環境の下、当社グループは、販売面では昨年９月にエジプト・カイロに中東事務所を

開設し、海外販売力を強化し、生産面では昨年８月に永久磁石方式のオープンMRIの中国生産を開始

し、生産の大幅な原価低減に取り組みました。 

 また、研究開発面では、日立製作所研究開発本部他と共同で立ち上げた「医療システム開発センタ」

で次世代製品の開発に取り組み、特長ある新製品を市場投入し、新規受注獲得に努めてまいりました。

 第４四半期の売上高は、400億２千６百万円と前年同期と比べ32億９千６百万円（9.0％）の増収とな

りましたが、第３四半期までの需要減少、円高、売価下落の影響による売上高減少をカバーしきれず、

年間の売上高は前期を下回りました。 

この結果、売上高は、1,084億５千２百万円と前期と比べ66億３千６百万円（5.8％）の減収となりま

した。営業利益は、３億８千７百万円と前期と比べ33億７千９百万円（89.7％）の減益、経常利益は、

２億５千３百万円と前期と比べ23億１千３百万円（90.1％）の減益、当期純損失は、６億３千３百万円

と前期と比べ17億７千８百万円の減益となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は、次の通りであります。 

①医療機器事業 

ＭＲイメージング装置は、国内では、永久磁石方式の新製品AIRIS Vento・APERTO Eternaなどの販

売が好調で売上高が増加しました。しかし、欧州・米国での景気悪化の影響及び円高の影響により売

上が大きく低迷しました。この結果全体では前期を下回りました。 

診断用超音波装置は、国内では、2009年度グッドデザイン金賞を受賞したHI VISION Preirusや昨

年12月に販売を開始したHI VISION Aviusが共にユーザーから高評価を得て、順調に売上高が増加し

ました。しかし、欧州では景気悪化や円高の影響などにより、大きく売上高が減少しました。この結

果全体では前期を下回りました。 

Ｘ線ＣＴ装置は、国内では、16/8/4列のマルチスライスＣＴ装置ECLOSの販売が堅調で売上高は前

期並みとなりましたが、欧州では、ＭＲイメージング装置同様の理由により前期を下回りました。こ

の結果全体では前期を下回りました。 

Ｘ線装置は、国内では、透視撮影装置CUREVISTA、EXAVISTAの販売好調やサービス収入の増加で、

売上高が増加しました。海外では、CR搭載移動型Ｘ線装置Sirius Ubiquitasが米国・欧州で若干下回

ったものの、全体では前期を上回りました。 

また、国内で放射線治療装置などの他社製品販売が前期を下回りました。 

この結果、当事業セグメントの売上高は、前期比6.6％減の975億９千２百万円となりました。営業

損失は、４千２百万円となりました。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

(株)日立メディコ(6910) 平成22年３月期決算短信
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②医療情報システム事業 

当社の健診システムは前期までの特定健診更新特需が終わり前期を下回りました。 

 国内連結子会社の日立メディカルコンピュータ(株)においては、レセプトオンライン請求化の特需

で医科・歯科向けの医事会計システムの売上高が増加し、前期を大きく上回りました。 

この結果、当事業セグメントの売上高は、前期比2.4%増の108億６千万円となりましたが、営業損

失は、１千万円となりました。 

  

所在地別セグメントの業績は、次の通りであります。 

①日本 

国内向け売上高は、放射線治療装置などの他社製品販売の減少はありましたが、Ｘ線装置、診断用

超音波装置、医療情報システムなどの増加により、前期を上回りました。 

輸出向け売上高は、北米・欧州向けのＭＲイメージング装置、診断用超音波装置の大幅な減少によ

り、前期を下回りました。 

当所在地別セグメントの売上高は前期比4.1％減の927億５千８百万円、営業利益は85.7％減の１億

９千５百万円となりました。 

  

②北米 

高磁場オープンＭＲイメージング装置 OASISは売上台数を伸ばしましたが、円高による為替換算の

影響や中古のＭＲイメージング装置、サービス売上高が減少したことにより、全体では前期を下回り

ました。 

当所在地別セグメントの売上高は前期比11.7％減の146億９百万円、営業利益は36.4％減の８億９

千３百万円となりました。 

  

③欧州 

欧州は、景気悪化や円高の影響により、ＭＲイメ－ジング装置、Ｘ線ＣＴ装置及び診断用超音波装

置の売上高が減少しました。 

当所在地別セグメントの売上高は前期比31.1％減の109億１千３百万円、営業損失は９億１千９百

万円となりました。 

  

④その他 

アジア地域は、中国におけるＭＲイメージング装置を中心に売上高が増加し、前期を上回りまし

た。 

 その結果、当所在地別セグメントの売上高は前期比1.9％増の66億７千８百万円、営業利益は9.5％

減の２億１千８百万円となりました。 
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次年度の見通しにつきましては、わが国経済は、一部改善が期待されますが、引き続き先行きの不透

明感は払拭できない状況が続くものと思われます。 

医療機器市場も、10年ぶりに診療報酬全体が引き上げられましたが、上級機と普及機の２極化が更に

進み、厳しい状況で推移していくと思われます。 

このような状況のなか、今般、当社は2012年度までの中期経営計画を策定し、２極化に対応した特長

ある新製品を本格投入し、日立グループの社会イノベーション事業としての医療事業を推進してまいり

ます。 

＜中期経営計画の基本方針＞ 

〔新ビジネスモデル展開による事業構造改革の推進〕 

ハードウェア・ソフトウェア・アプリケーション・デザイン・保守、サービス・画像情報システム

を組み合わせたトータルソリューションを提供してまいります。 

〔医療事業の２極化に対応した事業戦略の推進〕 

現在、医療機器市場は上級機と普及機の２極化が加速しておりますが、当社は高性能で操作性・パ

フォーマンスの高い製品と低価格・普及機の開発・生産・販売に注力してまいります。 

  

＜海外売上高拡大＞ 

〔北米〕 

当年度に完全子会社化した北米販売子会社にて、北米市場における販売・サービス体制を強化してま

いります。  

 また、現在ベースとなっているMRイメージング装置に加え、X線CT装置、診断用超音波装置、X線装置

の販売拡大を図ってまいります。 

〔欧州〕 

診断用超音波装置HI VISION Preirus、HI VISION Aviusに加え、MRイメージング装置、X線CT装置の

販売拡大を図ってまいります。  

  また、ロシア・東欧などに対しては、商社・代理店網の活用により、更なる拡販体制を構築し、売

上拡大を図ってまいります。 

〔その他〕 

現在、医療機器市場が拡大している中国市場については、2012年度売上高２倍化(2009年度比)を計画

しており、上級機と中国工場で生産した普及機の両面での販売を進めてまいります。  

  また、その他地域については、徹底した低価格戦略のもと、ルミナリーサイト病院を活用するなど

してブランド力の向上に努めてまいります。 

  

(株)日立メディコ(6910) 平成22年３月期決算短信
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＜製品戦略＞ 

[ＭＲイメージング装置] 

高磁場オープンＭＲイメージング装置 OASIS、1.5ＴＭＲイメージング装置 ECHELON Vegaのグロ

ーバル拡販、国内診療報酬改訂による1.5Ｔ増加への対応強化（ECHELON Vega）を推進してまいりま

す。また、３Ｔ超高磁場製品の開発を加速してまいります。 

 永久磁石方式ＭＲイメージング装置AIRIS Vento・APERTO Eternaの中国生産拡大、及び新規市場

開拓などグローバル拡販に注力してまいります。 

[診断用超音波装置] 

組織の硬さをカラーで画像化するエラストグラフィ機能を軸に、HI VISION Preirusと普及型の姉

妹製品HI VISION Aviusの拡販に努めてまいります。また、上級機の新製品を次年度中に市場に投入

してまいります。 

[Ｘ線ＣＴ装置] 

他社と差別化した64スライスＣＴ装置SCENARIAを次年度に市場投入し、拡販に努めてまいりま

す。また、マルチスライスＣＴ装置ECLOS（16/8/4スライス）の拡販、特に国内診療報酬改訂に伴う

16スライス市場の拡大に対応してまいります。 

[Ｘ線装置] 

多目的透視撮影装置のスタンダード化に成功したCUREVISTA・EXAVISTAについては国内市場は内視

鏡医、健診施設への販売を拡大し、更に、アジア地域を中心とした海外販売拡大に取り組んでまい

ります。中国製Ｘ線普及機、及び次世代CR搭載移動型Ｘ線装置を市場投入し、拡販してまいりま

す。 

[医療情報システム] 

日立メディカルコンピュータ(株)、日立グループとの営業・開発連携を一層進め、画像情報シス

テム、クリニック向け電子カルテ、中小病院向け総合健診システムなどのソリューション提案型ビ

ジネスの拡大を図ってまいります。 

  

＜製品開発力の強化＞ 

日立製作所研究開発本部他と共同で立ち上げた「医療システム開発センタ」において、開発体制を強

化し、ＭＲイメージング装置・診断用超音波装置・Ｘ線ＣＴ装置・画像情報システムの次世代製品開発

を加速してまいります。 

  

＜中国生産の拡大＞ 

中国・蘇州市の工場日立医療系統(蘇州)有限公司では、昨年８月に従来の工場敷地面積を２倍化し、

永久磁石方式のMRイメージング装置の生産を開始しました。今後、更に中国生産を拡大させ、当社普及

機の大幅な原価低減に取り組んでまいります。 

  

以上のような状況を踏まえ、平成22年度は、売上高1,120億円(前期比3.3％増)を見込んでおります。

収益面では、為替影響などの売価下落及び研究開発などの先行投資を織り込み、営業利益20億円(前

期比416.8％増)、経常利益19億円(前期比651.0％増)、当期純利益９億円を見込んでおります。 
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①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の財政状態は、総資産が前連結会計年度末と比べて６億２千８百万円減少し、

1,065億４百万円となりました。これは、現金及び預金の7億３百万円の減少、預け金の43億１千１百

万円の減少、たな卸資産の22億２千７百万円増加、のれんの19億９千３百万円の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18億６千８百万円増加し、457億４千４百万円となりました。こ

れは支払手形及び買掛金の22億２百万円増加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24億９千５百万円減少し、607億６千万円となりました。これ

は、主として利益剰余金の10億２千４百万円の減少、少数株主持分の11億７千６百万の減少などによ

るものです。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、営業活動による収入、及び投資活動と

財務活動による支出により、前連結会計年度末と比べて14億９千２百円減少し、125億７千５百万円と

なりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは44億３千４百万円の収入となりました。この主な内訳は、減

価償却費43億７千万円、仕入債務増加22億８千１百万円による資金の増加、たな卸資産増加24億２千

７百万円による資金の減少などによるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、51億３百万円の支出となりました。この主な内訳は、有形

及び無形固定資産の取得による支出49億１千２百万円、子会社株式の少数株主持分取得による支出34

億１千６百万円、預入期間が３ヶ月を超える預け金の払戻による収入30億円などによるものでありま

す。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、７億９千９百万円の支出となりました。この主な内訳は、

配当金の支払３億８千５百万円、少数株主への配当金の支払２億２千３百万円などによるものであり

ます。 

  

(2) 財政状態に関する分析
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当社グループは、株主の皆様への利益還元を も重要な課題のひとつと考えて経営に取り組んでおり

ます。剰余金の配当につきましては、株主の皆様に対する適正な利益の還元と研究開発投資のための内

部資金留保とのバランスを考慮し、業績及び財政状態を総合的に勘案して実施することとしておりま

す。 

なお、当会計年度の中間配当につきましては、１株につき５円00銭とさせていただきましたが、期末

配当につきましても、中間配当と同様１株につき５円00銭とさせていただく予定です。 

  

 ①為替レート 

当社グループの海外売上高比率は前連結会計年度38.9％、当連結会計年度34.3％であり、当社の経営

成績は為替変動の影響を受けております。特に北米と欧州地域での当連結会計年度の売上高に占める割

合がそれぞれ13.7％、12.9％と高く、米ドルとユーロに対する為替変動が当社グループの経営成績に影

響を及ぼす可能性があります。この影響を排除するため為替予約によるリスクヘッジを行なっておりま

すが、このリスクを完全に回避できる保証はなく、為替変動が当社の経営成績に影響を及ぼす可能性が

あります。 

  

 ②法的規制 

当社グループの製品は、医療機器として国内の薬事法、米国でのFDA(米国食品医薬局)規制など各国

で法的な規制を受けており、国内外でのこれらに準じる規制の予測できない改正等により当社製品の売

上に影響がある可能性があります。 

  

 ③主要製品の販売地域 

  当社グループの主要製品のうち、ＭＲイメージング装置の海外における主要な販売地域は北米地域、

また、診断用超音波装置の海外における主要な販売地域は欧州地域であります。 

 このような主要な製品の一定の販売地域への集中は、当該地域における急激な経済情勢、法的規制等の

変化により、当社グループの業績へ影響を及ぼす可能性があります。 

  

 ④製造物責任賠償 

  当社グループの主な製品は医療に貢献する画像診断用機器であり、これによる診断画像の取得のた

め、人体に近接し機能する機器であります。設計・製造・据付・保守の全ての過程で厳格な品質管理を

徹底しており、製造物に起因する事故の防止には万全の対策を行なっております。 

  しかし、将来においてこの事故が起こる可能性が皆無とは言えず、製造物責任賠償保険に加入しその

リスクの回避に努めておりますが、当該事故に対する補償額を当保険でカバーできない場合には、当社

グループの業績へ影響を及ぼす可能性があります。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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当社グループは、当社及び連結子会社17社で構成されており、医療機器及び医療情報システムの開発、

製造、販売及び据付、保守サービス等の事業活動を行なっております。 

当社及び連結子会社の当該事業に係わる位置付けは、次の通りであります。 

 
上記のほか、親会社の(株)日立製作所の子会社である日立キャピタル(株)とファクタリング取引等を行

っております。 

  

2. 企業集団の状況

事業の内容 主要製品 子会社の位置付け
連結

子会社数

医療機器事業

ＭＲイメージング装置 〔製造、販売〕

 パフォーマンス コントロールズ インク

 日立医療系統(蘇州)有限公司

〔販売、保守サービス〕

 ヒタチ メディカル システムズ アメリカ インク

及びその子会社１社

 ヒタチ メディカル システムズ ヨーロッパ 

ホールディング アーゲー及びその子会社８社、

 ヒタチ メディカル システムズ シンガポール

プライベイト リミテッド

日立医療器械(北京)有限公司

日立医療(広州)有限公司

Ｘ線ＣＴ装置

Ｘ線装置

診断用超音波装置

核医学装置

  
 
  
 
  

 16社

医療情報
システム事業

医用画像管理システム 〔製造、販売、保守サービス〕

日立メディカルコンピュータ(株)
病院情報システム

総合健診システム

医療事務システム １社
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以上述べた事項を事業系統図によって示すと、次の通りであります。 

  

  

(事業系統図) 
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当社グループは、「よりよい画像診断システムの提供を通じて医療の進歩に寄与し、世界の人々の健

康に奉仕する」を企業理念とし、医療の現場でお客様にとって真に必要とされる価値を追求した製品開

発、販売並びにサービスの提供を常に心がけております。 

このような企業理念のもと、お客様や株主の皆様、従業員など、全ての関係する皆様と、社会からの

信頼と期待にお応えすることを経営の基本方針としております。 

  

当社グループの属する画像診断システム市場を取り巻く環境は、医療費抑制策や激しいグローバル競

争により、ますます厳しさを増しております。 

急速な高齢化や高度医療技術の発展による医療費高騰が、解決すべき社会全体の課題の一つとなる中

で、医療技術の高度化により、人の命を救い、ＱＯＬ(Quality of Life)の充実と、可能な限りコスト

を低減しながらより良い医療を提供していくことが、強く求められております。 

このような社会の要請に応えるため、以下の点を重点に進めてまいります。 

①日立グループ技術力を活用した製品開発力の強化 

自社開発力の強化に加え、日立グループが持つ技術力を全面的に活用してまいります。  

また、広範囲な画像診断機器の開発力の強化のためには海外を含む他社との技術提携、共同開

発も視野に入れて展開してまいります。 

②グロ－バルな販売体制の強化 

当社グループは、北米、欧州、アジアに地域販売会社を持っていますが、販売代理店の強化を図

り、ＭＲイメージング装置、Ｘ線ＣＴ装置、診断用超音波装置、Ｘ線装置などのマルチモダリティ

販売体制を充実してまいります。 

なお、当社グループにおいては、引き続き「基本と正道」に則り、コンプライアンス遵守経営の徹底

に全社一丸となって取り組んでまいります。 

  

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,493 6,790

受取手形及び売掛金 34,173 34,331

商品及び製品 12,136 11,644

仕掛品 6,874 7,931

原材料及び貯蔵品 6,698 8,360

繰延税金資産 3,631 3,338

預け金 10,247 5,936

その他 1,136 1,039

貸倒引当金 △480 △494

流動資産合計 81,910 78,875

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,633 5,323

機械装置及び運搬具（純額） 1,523 1,429

土地 5,790 5,790

その他（純額） 2,638 2,376

有形固定資産合計 ※1 15,585 ※1 14,918

無形固定資産

のれん 36 2,029

ソフトウエア 5,105 6,015

その他 87 94

無形固定資産合計 5,229 8,138

投資その他の資産

投資有価証券 2,697 2,827

長期前払費用 218 148

繰延税金資産 195 190

その他 1,304 1,439

貸倒引当金 △8 △31

投資その他の資産合計 4,407 4,573

固定資産合計 25,221 27,629

資産合計 107,132 106,504
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 21,528 23,730

短期借入金 29 －

未払金 810 610

未払費用 5,137 5,138

未払法人税等 321 249

製品保証引当金 1,261 1,140

その他 3,635 3,345

流動負債合計 32,724 34,212

固定負債

長期借入金 409 278

退職給付引当金 8,576 9,131

役員退職慰労引当金 322 308

再評価に係る繰延税金負債 1,612 1,612

その他 230 202

固定負債合計 11,151 11,532

負債合計 43,876 45,744

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 32,443 31,419

自己株式 △419 △435

株主資本合計 67,119 66,077

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,514 △1,303

土地再評価差額金 △3,053 △3,053

為替換算調整勘定 △664 △1,154

評価・換算差額等合計 △5,233 △5,510

少数株主持分 1,369 193

純資産合計 63,255 60,760

負債純資産合計 107,132 106,504
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(2)【連結損益計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 115,088 108,452

売上原価 75,506 73,806

売上総利益 39,582 34,646

販売費及び一般管理費 35,815 34,259

営業利益 3,766 387

営業外収益

受取利息 171 95

受取配当金 58 58

その他 203 186

営業外収益合計 433 339

営業外費用

支払利息 11 12

固定資産処分損 64 28

為替差損 1,476 289

廃棄物処理費用 － 82

その他 80 62

営業外費用合計 1,633 473

経常利益 2,566 253

特別利益

役員退職慰労引当金戻入額 139 －

特別利益合計 139 －

特別損失

投資有価証券評価損 168 8

特別損失合計 168 8

税金等調整前当期純利益 2,538 245

法人税、住民税及び事業税 724 571

法人税等調整額 379 173

法人税等合計 1,104 744

少数株主利益 288 134

当期純利益又は当期純損失（△） 1,145 △633
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(3)【連結株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 13,884 13,884

当期末残高 13,884 13,884

資本剰余金

前期末残高 21,206 21,210

当期変動額

その他 4 －

当期変動額合計 4 －

当期末残高 21,210 21,210

利益剰余金

前期末残高 31,652 32,443

当期変動額

剰余金の配当 △353 △392

当期純利益又は当期純損失（△） 1,145 △633

自己株式の処分 △1 △0

当期変動額合計 790 △1,024

当期末残高 32,443 31,419

自己株式

前期末残高 △394 △419

当期変動額

自己株式の取得 △29 △16

自己株式の処分 4 0

当期変動額合計 △24 △16

当期末残高 △419 △435

株主資本合計

前期末残高 66,348 67,119

当期変動額

剰余金の配当 △353 △392

当期純利益又は当期純損失（△） 1,145 △633

自己株式の取得 △29 △16

自己株式の処分 2 0

その他 4 －

当期変動額合計 770 △1,042

当期末残高 67,119 66,077
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 328 △1,514

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△1,843 211

当期変動額合計 △1,843 211

当期末残高 △1,514 △1,303

土地再評価差額金

前期末残高 △3,053 △3,053

当期末残高 △3,053 △3,053

為替換算調整勘定

前期末残高 53 △664

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△717 △490

当期変動額合計 △717 △490

当期末残高 △664 △1,154

評価・換算差額等合計

前期末残高 △2,671 △5,233

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△2,561 △277

当期変動額合計 △2,561 △277

当期末残高 △5,233 △5,510

少数株主持分

前期末残高 1,488 1,369

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△118 △1,176

当期変動額合計 △118 △1,176

当期末残高 1,369 193

純資産合計

前期末残高 65,165 63,255

当期変動額

剰余金の配当 △353 △392

当期純利益又は当期純損失（△） 1,145 △633

自己株式の取得 △29 △16

自己株式の処分 2 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△2,680 △1,455

その他 4 －

当期変動額合計 △1,909 △2,495

当期末残高 63,255 60,760
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 2,538 245

減価償却費 3,943 4,370

長期前払費用償却額 120 94

製品保証引当金の増減額（△は減少） △435 △108

退職給付引当金の増減額（△は減少） △681 553

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △146 －

受取利息及び受取配当金 △230 △151

支払利息 12 －

固定資産処分損益（△は益） 63 －

投資有価証券評価損益（△は益） 168 －

のれん償却額 20 45

売上債権の増減額（△は増加） △1,322 △143

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,445 △2,427

仕入債務の増減額（△は減少） 2,043 2,281

未払金の増減額（△は減少） △1,183 －

未払費用の増減額（△は減少） △240 －

その他の流動資産の増減額（△は増加） 335 －

その他の流動負債の増減額（△は減少） 41 －

その他 241 171

小計 2,842 4,930

利息及び配当金の受取額 227 139

利息の支払額 △17 △6

法人税等の支払額 △1,094 △629

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,958 4,434

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加） △609 609

有形及び無形固定資産の取得による支出 △4,470 △4,912

長期前払費用の取得による支出 △35 －

預け金の預入による支出 △3,000 △158

預け金の払戻による収入 － 3,000

子会社株式の取得による支出 － △3,416

その他 △206 △226

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,322 △5,103

(株)日立メディコ(6910) 平成22年３月期決算短信
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 0 －

長期借入れによる収入 421 17

長期借入金の返済による支出 △28 △163

配当金の支払額 △353 △385

少数株主への配当金の支払額 △364 △223

その他 △27 △45

財務活動によるキャッシュ・フロー △351 △799

現金及び現金同等物に係る換算差額 △430 △24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,145 △1,492

現金及び現金同等物の期首残高 21,213 14,067

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 14,067 ※1 12,575

(株)日立メディコ(6910) 平成22年３月期決算短信
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該当事項はありません。 

  

  

 
  

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

１ 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 18社

   主要な連結子会社名は、「２.企業集団の状況」

に記載の通りであります。

 

１ 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 17社

   主要な連結子会社名は、「２.企業集団の状況」

に記載の通りであります。 

 なお、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) 主要な非連結子会社の名称等 (2) 主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社はヒタチ メディカル システ

ムズ ブラジル エルティディエーであります。非連

結子会社はいずれも小規模であり、総資産、売上

高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金

(持分に見合う額)等はいずれも連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外

しております。

   同左

２ 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の非連結子会社

該当する会社はありません。

２ 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の非連結子会社

同左

(2) 持分法適用の関連会社

カリス ヘルスケアー エルエルシー

(2) 持分法適用の関連会社

 該当する会社はありません。 

 前連結会計年度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。

(3) 持分法を適用しない非連結子会社のうち主要な

会社の名称等

(3) 持分法を適用しない非連結子会社のうち主要な

会社の名称等

 主要な非連結子会社はヒタチ メディカル システ

ムズ ブラジル エルティディエーであります。非連

結子会社はいずれも小規模であり、当期純損益(持

分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等

はいずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしてい

ないため、持分法の適用から除外しております。

 同左

(4) 持分法を適用しない関連会社のうち主要な会社

の名称等

(4) 持分法を適用しない関連会社のうち主要な会社

の名称等

 該当する会社はありません。   同左

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

   ヒタチ メディカル システムズ ヨーロッパ ホー

ルディング アーゲー及び同社の子会社８社、日立

医療系統(蘇州)有限公司、日立医療器械(北京)有限

公司、並びに日立医療(広州)有限公司の決算日は12

月31日でありますが、連結決算日との間に生じた重

要な取引については必要な調整を行なっておりま

す。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

   同左

(株)日立メディコ(6910) 平成22年３月期決算短信
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前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

４ 会計処理基準に関する事項  

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法  

  イ 有価証券の評価基準及び評価方法  

   ① 満期保有目的の債券  

      償却原価法

４ 会計処理基準に関する事項  

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法  

  イ 有価証券の評価基準及び評価方法  

   ① 満期保有目的の債券  

      同左

② その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評

価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定し

ております。)

② その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

ロ デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法

ロ デリバティブの評価基準及び評価方法

同左

ハ たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産 

 個別法または移動平均法に基づく原価法

（収益性の低下による簿価切下げの方法）

ハ たな卸資産の評価基準及び評価方法

 同左

（会計方針の変更）  

 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用  

 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計

基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９

号）を当連結会計年度から適用し、従来は個別法ま

たは移動平均法に基づく低価法を採用しておりまし

たが、当連結会計年度から個別法または移動平均法

に基づく原価法（収益性の低下による簿価切下げの

方法）に変更しております。  

 また、従来、営業外費用に計上していた「たな卸

資産処分損」を売上原価に計上しております。  

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当

連結会計年度の売上総利益及び営業利益が275百万

円減少し、経常利益及び税金等調整前当期純利益が

238百万円増加しております。なお、セグメント情

報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

─────────― 

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産（リース資産を除く）

     主として定率法を採用しております。

     平成10年４月１日以降に取得した建物(建物

附属設備は除く)については定額法によってお

ります。

なお、主な耐用年数は次の通りであります。

建物 ３～50年

工具、器具及び
備品

２～20年

機械及び装置 ２～17年

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産（リース資産を除く）

  同左
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前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

ロ 無形固定資産（リース資産を除く）

① 市場販売目的のソフトウェア

      見込販売数量に基づく償却額または、見込

有効期間(３年)に基づく均等配分額のいずれ

か大きい額を償却額とする方法

ロ 無形固定資産（リース資産を除く）

① 市場販売目的のソフトウェア

同左

② 自社利用のソフトウェア

      社内における利用可能期間(５年)に基づく

定額法

② 自社利用のソフトウェア

同左

③ その他

定額法

③ その他

同左

ハ リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引に

係るリース資産  

 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼ

ロとする定額法を採用しております。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース

取引のうち、リース取引開始日が平成20年３

月31日以前のものについては、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。

ハ リース資産 

同左 

ニ 長期前払費用

均等償却

ニ 長期前払費用

同左

(3) 重要な引当金の計上基準

イ 貸倒引当金

     債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計上しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

イ 貸倒引当金

同左

ロ 製品保証引当金

     商品及び製品のアフターサービスの費用支出

に備えるため、保証期間内のサービス費の発生

見込額を、過去の実績を基礎として計上してお

ります。

ロ 製品保証引当金

同左

ハ 退職給付引当金

当社及び一部の連結子会社は従業員の退職

給付に備えるため、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計

上しております。

過去勤務債務は、発生時の従業員の平均残

存勤務期間(16～17年)による定額法により費用

処理することとしております。なお、一部の子

会社は、発生時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）による定額法により費

用処理することとしております。

数理計算上の差異は、発生時の従業員の平

均残存勤務期間(15～17年)による定額法によ

り、翌連結会計年度から費用処理することとし

ております。なお、一部の子会社は、発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により、翌連結会計年度

から費用処理することとしております。

ハ 退職給付引当金  

   同左
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前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

（会計方針の変更） 

「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）

（企業会計基準第19号 平成20年７月31日）が平成

21年３月31日以前に開始する連結会計年度に係る連

結財務諸表から適用できることとなったことに伴

い、当連結会計年度から同会計基準を適用しており

ます。 

 数理計算上の差異を翌期から償却するため、これ

による営業損益、経常損益及び税金等調整前当期純

損益に与える影響はありません。 

 また、本会計基準の適用に伴い発生する退職給付

債務の差額の未処理残高は287百万円であります。

─────────―  

 

ニ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内

規に基づく期末必要額を計上しております。

ニ 役員退職慰労引当金

同左

（追加情報） 

 当社は、平成21年１月27日開催の当社報酬委員会

において、役員退職慰労金制度の廃止を決定し、制

度廃止に伴う打切り日（平成21年３月31日）までの

在任期間に対応する退職慰労金として、従来の役員

退職慰労金規則に基づいて、平成20年度末における

支給見込額を計上しております。 

─────────―  

 

─────────―  

 
(4) 重要な収益及び費用の計上基準

 完成工事高の計上基準

 当連結会計年度に着手した工事契約から、当連

結会計年度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。

─────────―  

 
（会計方針の変更） 

 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、当連

結会計年度から「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

適用し、当連結会計年度に着手した工事契約か

ら、当連結会計年度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。  

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇

所に記載しております。

(5) 重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換

算の基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算差額は損益として処理

しております。なお、在外子会社の資産、負債

は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、

収益及び費用は、期中平均相場により円貨に換算

し、換算差額は純資産の部における為替換算調整

勘定及び少数株主持分に含めております。

(5) 重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換

算の基準

同左
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前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

 ①消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理について

は、税抜方式によっております。
 ②連結納税制度

連結納税制度を適用しております。

(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

 ①消費税等の会計処理
同左

 
 ②連結納税制度
  同左 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価については全面

時価評価法によっております。

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

６ のれんの償却に関する事項

ヒタチ メディカル システムズ ヨーロッパ  

ホールディング アーゲーののれんは５年間の定額

法により償却しております。ただし、金額が僅少な

場合は、発生した期の損益として処理しておりま

す。

６ のれんの償却に関する事項

 ヒタチ メディカル システムズ ヨーロッパ  

ホールディング アーゲーののれんは５年間、ヒタ

チ メディカル システムズ アメリカ インクの

のれんは20年間の定額法により償却しております。

ただし、金額が僅少な場合は、発生した期の損益と

して処理しております。

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現

金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっ

ております。

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左
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(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

【会計処理の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

（1）連結財務諸表作成における在外子会社の会計処

理に関する当面の取扱いの適用 

 当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における

在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業

会計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第

18号）を適用し、連結決算上必要な修正を行っており

ます。 

 この結果、従来の方式によった場合に比べて、当連

結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。  

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に

記載しております。 

 

─────────―  

 

（2）リース取引に関する会計基準等の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっておりましたが、当連結会計年度より「リ

ース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号

(平成5年6月17日(企業会計審議会第一部会)、平成19

年3月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号(平成6年

1月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成

19年3月30日改正))を適用し、通常の売買取引に係る

方法に準じた会計処理によっております。

 ─────────―  

 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引の

うち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のも

のについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理を引き続き採用しております。 

 この結果、当該変更に伴い固定資産に計上されたリ

ース資産はなく当連結会計年度の損益に与える影響は

ありません。

 また、リース取引開始日が平成20年４月１日以後

の所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリー

ス資産の減価償却の方法については、リース期間を耐

用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用いた

します。
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【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

（連結貸借対照表）  

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 

内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会

計年度において、「たな卸資産」として掲記されてい

たものは、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕

掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しておりま

す。前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商

品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、そ

れぞれ15,378百万円（保守部品残高3,399百万円を含

む）、7,684百万円、1,284百万円であります。

─────────―  

 

 また、在庫削減と収益責任明確化のため、平成20

年4月に保守部品の管理部署を工場からサービス事業

部門に変更したことに伴い、従来工場で製作したため

製品としていた保守部品は、サービス事業部門では材

料として使用することから、当連結会計年度において

は「原材料及び貯蔵品」に含めております。当連結会

計年度末の保守部品残高は4,747百万円であります。 

（連結キャッシュ・フロー計算書）  

 前連結会計年度において営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含んでおりました「役員退

職慰労引当金の増減額（△は減少）」及び「その他の

流動負債の増減額（△は減少）」に含んでおりました

「未払金の増減額（△は減少）」は金額の重要性が増

したため、当連結会計年度から区分掲記することとい

たしました。 

 なお、前連結会計年度の営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含まれている「役員退職慰

労引当金の増減額（△は減少）」は△57百万円、「そ

の他の流動負債の増減額（△は減少）」に含まれてい

る「未払金の増減額（△は減少）」は1,414百万円で

あります。

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前連結会計年度において営業活動によるキャッシ

ュ・フローに区分掲記しておりました「役員退職慰労

引当金の増減額（△は減少）」（当連結会計年度△14

百万円）、「支払利息」（当連結会計年度10百万

円）、「固定資産処分損益（△は益）」（当連結会計

年度33百万円）、「投資有価証券評価損益（△は

益）」（当連結会計年度８百万円）、「未払金の増減

額（△は減少）」（当連結会計年度△20百万円）、

「未払費用の増減額（△は減少）」（当連結会計年度

１百万円）、「その他の流動資産の増減額（△は増

加）」（当連結会計年度164百万円）は、それぞれ金

額的に重要性が乏しくなったため、当連結会計年度よ

り営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に

含めております。 

 また、前連結会計年度において営業活動によるキャ

ッシュ・フローに区分掲記しておりました「その他の

流動負債の増減額（△は減少）」（当連結会計年度△

171百万円）は、明瞭性の観点から、当連結会計年度

より営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」

に含めております。 

 前連結会計年度において投資活動によるキャッシ

ュ・フローに区分掲記しておりました「長期前払費用

の取得による支出」（当連結会計年度△22百万円）

は、金額的に重要性が乏しくなったため、当連結会計

年度より投資活動によるキャッシュ・フローの「その

他」に含めております。
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加  34,959株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の株主からの売り渡し請求による減少 3,500株 

  
３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
  
４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

  

(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(平成22年３月31日)

 
※１ 有形固定資産減価償却累計額 28,052百万円

 
 
※１ 有形固定資産減価償却累計額 29,569百万円

 

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 39,540,000 ― ― 39,540,000

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 297,002 34,959 3,500 328,461

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

平成20年５月23日 
取締役会

普通株式 176 4.5 平成20年３月31日 平成20年５月26日

平成20年10月28日 
取締役会

普通株式 176 4.5 平成20年９月30日 平成20年11月27日

決議 株式の種類 配当の原資
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

平成21年５月25日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 196 5.0 平成21年３月31日 平成21年５月27日
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加   19,941株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の株主からの売り渡し請求による減少  500株 

  
３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
  
４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

  

  

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 39,540,000 ― ― 39,540,000

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 328,461 19,941 500 347,902

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

平成21年５月25日 
取締役会

普通株式 196 5.0 平成21年３月31日 平成21年５月27日

平成21年10月27日 
取締役会

普通株式 196 5.0 平成21年９月30日 平成21年11月27日

決議 株式の種類 配当の原資
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

平成22年５月25日 
取締役会

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

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 7,493百万円

預け金勘定 10,247

預入期間が３ヶ月を超える定期預
金等

△673

預入期間が３ヶ月を超える預け金 △3,000

現金及び現金同等物 14,067

 
 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 6,790百万円

預け金勘定 5,936

預入期間が３ヶ月を超える定期預
金等

△42

預入期間が３ヶ月を超える預け金 △107

現金及び現金同等物 12,575
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(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要製品の名称 

 
２ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(18,336百万円)の主なものは、親会社での余資運用資金

(現金及び預け金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 

３ 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」4.(1)ハに記載の通り、「棚卸資産の評価に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を当連結会計年度から適用し、従来

は個別法または移動平均法に基づく低価法を採用しておりましたが、当連結会計年度から個別法または移動平

均法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。  

 また、従来営業外費用に計上していた「たな卸資産処分損」を売上原価に計上しております。  

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業利益は「医療機器」が277百万円減少

し、「医療情報システム」が２百万円増加しております。 

４ 連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載の通り、「連結財務諸表作成における在外

子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）

を当連結会計年度から適用し、連結決算上必要な修正を行っております。  

 当該変更に伴う各セグメントの営業損益に与える影響はありません。 

  

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

医療機器 
(百万円)

医療情報
システム 
(百万円)

計(百万円)
消去又は全社 
(百万円)

連結(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 104,485 10,603 115,088 ― 115,088

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― (―) ―

計 104,485 10,603 115,088 ― 115,088

  営業費用 100,985 10,494 111,480 △158 111,321

営業利益 3,499 108 3,608 158 3,766

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出

  資産 84,308 4,486 88,795 18,336 107,132

  減価償却費 3,422 520 3,943 ― 3,943

  資本的支出 4,080 404 4,485 ― 4,485

事業の種類別セグメント 主要製品

医療機器 ＭＲイメージング装置

Ｘ線ＣＴ装置

Ｘ線装置

診断用超音波装置

核医学装置

医療情報システム 医用画像管理システム

病院情報システム

総合健診システム

医療事務システム
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(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要製品の名称 

 
２ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(14,622百万円)の主なものは、親会社での余資運用資金

(現金及び預け金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」4.(4)に記載のとおり、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、当連結会計年度より「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）を適用し、当連結会計年度に着手した工事契約から、当連結会計年度

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「医療機器」の当連結会計年度の営業損益に与える影響はありません。また、「医療情報シ

ステム」の当連結会計年度の営業損益に与える影響は軽微であります。 

  

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

医療機器 
(百万円)

医療情報
システム 
(百万円)

計(百万円)
消去又は全社 
(百万円)

連結(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 97,592 10,860 108,452 ― 108,452

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― (―) ―

計 97,592 10,860 108,452 ― 108,452

  営業費用 97,634 10,870 108,504 △439 108,065

営業利益又は営業損失(△) △42 △10 △52 439 387

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出

  資産 85,689 6,193 91,882 14,622 106,504

  減価償却費 3,816 553 4,370 ― 4,370

  資本的支出 3,976 836 4,812 ― 4,812

事業の種類別セグメント 主要製品

医療機器 ＭＲイメージング装置

Ｘ線ＣＴ装置

Ｘ線装置

診断用超音波装置

核医学装置

医療情報システム 医用画像管理システム

病院情報システム

総合健診システム

医療事務システム

３ 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更
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(注) １ 国または地域の区分の方法は地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国または地域 

(1) 北米………米国 

(2) 欧州………ドイツ、フランス 

(3) その他……アジア 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(18,336百万円)の主なものは、親会社での余資運用資金

(現金及び預け金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 

４ 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」4.(1)ハに記載の通り、「棚卸資産の評価に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を当連結会計年度から適用し、従来

は個別法または移動平均法に基づく低価法を採用しておりましたが、当連結会計年度から個別法または移動平

均法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。  

 また、従来営業外費用に計上していた「たな卸資産処分損」を売上原価に計上しております。  

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業利益は、「日本」が37百万円減少し、

「北米」の営業利益が237百万円減少しております。 

５ 連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載の通り、「連結財務諸表作成における在外

子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）

を当連結会計年度から適用し、連結決算上必要な修正を行っております。  

 当該変更に伴う各セグメントの営業損益に与える影響はありません。 

  

２ 所在地別セグメント情報

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

日本 
(百万円)

北米
(百万円)

欧州
(百万円)

その他
(百万円)

計(百万円)
消去 

又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

78,509 15,907 15,832 4,838 115,088 ― 115,088

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

18,247 635 ― 1,712 20,596 (20,596) ―

計 96,757 16,543 15,832 6,551 135,684 (20,596) 115,088

営業費用 95,397 15,138 15,072 6,309 131,918 (20,596) 111,321

営業利益 1,360 1,405 759 241 3,766 ― 3,766

Ⅱ 資産 66,040 10,832 7,605 4,316 88,795 18,336 107,132
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(注) １ 国または地域の区分の方法は地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国または地域 

(1) 北米………米国 

(2) 欧州………ドイツ、フランス 

(3) その他……アジア 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(14,622百万円)の主なものは、親会社での余資運用資金

(現金及び預け金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 

４ 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」4.(4)に記載のとおり、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、当連結会計年度より「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）を適用し、当連結会計年度に着手した工事契約から、当連結会計年度

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「日本」の当連結会計年度の営業損益に与える影響は軽微であります。また、「北米」「欧

州」「その他」の当連結会計年度の営業損益に与える影響はありません。 

  

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

日本 
(百万円)

北米
(百万円)

欧州
(百万円)

その他
(百万円)

計(百万円)
消去 

又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

78,456 13,925 10,913 5,158 108,452 ― 108,452

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

14,302 684 ― 1,520 16,506 (16,506) ―

計 92,758 14,609 10,913 6,678 124,958 (16,506) 108,452

営業費用 92,563 13,716 11,832 6,460 124,571 (16,506) 108,065

営業利益 
又は営業損失(△)

195 893 △919 218 387 ― 387

Ⅱ 資産 70,693 9,700 7,400 4,089 91,882 14,622 106,504
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(注) １ 国または地域の区分の方法は地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国または地域 

(1) 北米………米国 

(2) 欧州………ドイツ、フランス 

(3) その他……アジア 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

  

 
(注) １ 国または地域の区分の方法は地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国または地域 

(1) 北米………米国 

(2) 欧州………ドイツ、フランス 

(3) その他……アジア 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

  

３ 海外売上高

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

北米 欧州 その他 計

海外売上高(百万円) 17,209 19,321 8,182 44,713

連結売上高(百万円) 115,088

海外売上高の連結売上高に 
占める割合(％)

15.0 16.8 7.1 38.9

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

北米 欧州 その他 計

海外売上高(百万円) 14,827 13,997 8,336 37,161

連結売上高(百万円) 108,452

海外売上高の連結売上高に 
占める割合(％)

13.7 12.9 7.7 34.3
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   決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  
（追加情報） 

 当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」(企業会計基準第11号 平成18年10月17

日)及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月

17日)を適用しております。 

 なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 

  

１ 関連当事者との取引 

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

 (ア) 連結財務諸表提出会社の親会社 

  

 
(注)  資金の集中管理を目的とした日立グループ・プーリング制度に加入しており、期末残高はその時点の預け金を

表しております。 
  

取引条件及び取引条件の決定方針等 

資金運用委託は、市場金利等を勘案し決定しております。 
  

 (イ) 連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等 

  

 
(注)  上記金額は、製品販売の取引金額には消費税等を含んでおりませんが、ファクタリング取引金額及び期末残高

には消費税等を含んで表示しております。 
  

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1)日立キャピタル(株)に対する買掛金については、当社、当社の仕入先、日立キャピタル(株)の三者間

で基本契約を締結し、ファクタリング方式による決済を行っているものであります。 

(2)日立キャピタル(株)への当社製品の販売については、市場価格を参考に決定しております。 

  

２ 親会社に関する注記 

 親会社情報 

(株)日立製作所（東京、大阪、名古屋、福岡、札幌、ニューヨーク証券取引所に上場） 

  

(リース取引関係)

(関連当事者情報)

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 

(被所有)割
合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

親会社 ㈱日立製作所
東京都  
千代田  
区

282,033
電気機械器
具等の製造
及び販売

被所有

直接  62.7

間接  0.5

資金の預け

入れ等  

資金の  

払戻
3,700 預け金 10,140

預け金の 
利息

81 受取利息 ―

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 

(被所有)割
合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

同一の親
会社を持
つ会社

日立  
キャピタル㈱

東京都  
港区

9,983

家庭電気品 
・業務用機 
器等のクレ 
ジット・リ 
ース販売

被所有
直接  0.2

当社製品の

販売
製品の販売 3,313

売掛金 1,106

前受金 6

ファクタリ

ング取引

ファクタリ

ング取引
27,480

買掛金 8,031

未払金 103
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

１ 関連当事者との取引 

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

 (ア) 連結財務諸表提出会社の親会社 

  

 
(注)  資金の集中管理を目的とした日立グループ・プーリング制度に加入しており、期末残高はその時点の預け金を

表しております。 
  

取引条件及び取引条件の決定方針等 

資金運用委託は、市場金利等を勘案し決定しております。 
  

 (イ) 連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等 

  

 
(注)  上記金額は、消費税等を含んで表示しております。 

  

取引条件及び取引条件の決定方針等 

  日立キャピタル(株)に対する買掛金については、当社、当社の仕入先、日立キャピタル(株)の三者間

で基本契約を締結し、ファクタリング方式による決済を行っているものであります。 

  

２ 親会社に関する注記 

 親会社情報 

(株)日立製作所（東京、大阪、名古屋、福岡、札幌、ニューヨーク証券取引所に上場） 

  

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 

(被所有)割
合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

親会社 ㈱日立製作所
東京都  
千代田  
区

408,809
電気機械器
具等の製造
及び販売

被所有

直接  63.2

間接  0.1

資金の預け

入れ等  

資金の  

払戻
4,600 預け金 5,584

預け金の 
利息

43 受取利息 ―

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 

(被所有)割
合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

同一の親
会社を持
つ会社

日立  
キャピタル㈱

東京都  
港区

9,983

家庭電気品 
・業務用機 
器等のクレ 
ジット・リ 
ース販売

―
ファクタリ

ング取引

ファクタリ

ング取引
24,199

買掛金 8,107

未払金 145
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当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 
  

   （追加情報） 

 当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）

及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10

日）を適用しております。 

  

１．金融商品の状況に関する事項 

 (1) 金融商品に対する取組方針 

 当社グループは、資金運用については短期的な預金と親会社への預け金等に限定し、また、資金調達

については銀行借入あるいは親会社からの融資による方針です。デリバティブは、外貨建ての営業債権

債務に係る為替の変動リスクを回避するために利用しており、外貨建て債権・債務及び成約高の範囲で

行うこととし、為替予約取引以外のデリバティブ取引は行わない方針であります。 

  

 (2) 金融商品の内容及びリスク並びにリスク管理体制 

 営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関して

は、当社グループの与信管理規定に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取

引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。また、グローバルに事業を展開していること

から生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、取引権限の限度及び

取引限度額が明示された内規に基づき、財務担当部署が為替予約取引の実行及び管理を行っておりま

す。 

 投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されてお

りますが、定期的に時価や発行体の財務状況を把握しております。 

 営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが１年以内の支払期日であります。また、その一部

には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、恒常的

に同じ外貨建ての売掛金残高の範囲内にあります。 

 デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的と

した先物為替予約取引であります。 

  

 (3) 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 

 「２．金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額については、その

金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 

  

(金融商品関係)
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２．金融商品の時価等に関する事項 

 平成22年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につ

いては、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含めて

おりません（（注２）を参照ください。）。 

  

 
  （※１）受取手形及び売掛金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 

  （※２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権債務は純額で表示しており、合計で正味の 

          債務となる項目については、（ ）で示しております。 

  

 (注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

 資 産 

 (1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、並びに(3) 預け金 

 これらの大半は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ

っております。 

  

 (4) 投資有価証券 

 これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。 

 また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照くださ

い。 

  

(単位：百万円)

連結貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 現金及び預金 6,790 6,790 ―

(2) 受取手形及び売掛金 34,331

  貸倒引当金(※１) △493

33,838 33,838 ―

(3) 預け金 5,936 5,936 ―

(4) 投資有価証券

   その他有価証券 2,794 2,794 ―

資産計 49,358 49,358 ―

(1) 支払手形及び買掛金 23,730 23,730 ―

(2) 未払費用 5,138 5,138 ―

負債計 28,868 28,868 ―

 デリバティブ取引(※２) 27 27 ―
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 負 債 

 (1) 支払手形及び買掛金、並びに(2) 未払費用 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお

ります。 

  

 デリバティブ取引 

「デリバティブ取引関係」注記を参照下さい。 

  

 (注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

 
 上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)投資有価証

券」には含めておりません。 

  

 (注３)金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額 

 
  

(単位：百万円)

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 32

(単位：百万円)

１年以内
１年超 
５年以内

現金及び預金 6,790 ―

受取手形及び売掛金 34,252 79

預け金 5,936 ―

投資有価証券

 その他有価証券のうち満期があるもの ― ―

合計 46,978 79
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前連結会計年度 

有価証券 

  

 
(注) 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について168百万円、時価のない株式について０百

万円減損処理を行なっております。 

 なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には減損処理を行

い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行ってお

ります。 

  

(有価証券関係)

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成21年３月31日現在)            

該当なし

２ その他有価証券で時価のあるもの(平成21年３月31日現在)                (単位：百万円)

     取得原価 連結貸借対照表計上額 差額

(連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの)

 株式    該当なし

(連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの)

 株式 4,106 2,591 △1,514

３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

MMF及びフリーファイナンシャルファンド 547百万円

 

４ 時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成21年３月31日現在)

(1) 満期保有目的の債券

該当なし

(2) その他有価証券

非上場株式 32百万円

５ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額(平成21年３月31日現在)

               該当なし
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有価証券 

  

 
(注) 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について８百万円減損処理を行なっております。 

 なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には減損処理を行

い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行ってお

ります。 

  

  

当連結会計年度

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成22年３月31日現在)            

該当なし

２ その他有価証券で時価のあるもの(平成22年３月31日現在)                (単位：百万円)

     取得原価 連結貸借対照表計上額 差額

(連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの)

 株式 197 198 0

(連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの)

 株式 3,900 2,596 △1,303

３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

(単位：百万円)

売却額 売却益の合計 売却損の合計

株式 9 9 ―

 

４ 時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成22年３月31日現在)

(1) 満期保有目的の債券

該当なし

(2) その他有価証券

非上場株式 32百万円

５ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額(平成22年３月31日現在)

               該当なし
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 取引の状況に関する事項 

  

 
  

２ 取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

通貨関連 

  

 
（注）時価の算定方法は、先物為替相場によっております。 

  

  取引の時価等に関する事項についての補足説明  

取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、または計算上の想

定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 

  

(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

① 取引の内容及び利用目的等

当社及び連結子会社は、通常の営業過程における輸出入取引の為替相場の変動によるリス

クを軽減するため、為替予約取引を行なっております。

なお、ヘッジ会計の対象となる取引はありません。

② 取引に対する取組方針

為替予約取引については、外貨建債権・債務に係る将来の為替相場の変動によるリスクを

軽減するものであり、外貨建債権・債務及び成約高の範囲内で行なうこととしております。

なお、為替予約取引以外のデリバティブ取引は行なわない方針であります。

③ 取引に係るリスクの内容

為替予約取引は、為替相場の変動によるリスクを有しております。

又、為替予約取引の契約先は、信用度の高い銀行であるため、相手先の契約不履行による

信用リスクはほとんどないと判断しております。

④ 取引に係るリスク管理体制

為替予約取引の実行及び管理は、取引権限の限度及び取引限度額等が明示された内規に基

づき、財務担当部署が行なっております。

（単位：百万円）

区分 種類
契約額等

時価 評価損益

うち１年超

市場取引以外の取引

為替予約取引

売建

米ドル 1,172 ― 1,226 △53

ユーロ 2,815 ― 2,958 △142

買建

英ポンド 96 ― 98 1

合計 4,085 ― 4,282 △194
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

  

①ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの連結決算日に

おける契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法

は、次のとおりであります。 

 
（注）時価の算定方法は、先物為替相場によっております。 

  

②ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 

該当するものはありません。 

  通貨関連 (単位：百万円)

区分 種類
契約額等

時価 評価損益

うち１年超

市場取引以外の取引

 為替予約取引

 売建

 米ドル 2,067 ― 2,092 △25

 ユーロ 1,489 ― 1,436 53

合計 3,556 ― 3,528 27
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(退職給付関係)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(平成22年３月31日)

１ 採用している退職給付制度の概要

   当社及び一部の連結子会社は、確定給付型の制度

として、退職一時金制度及び企業年金基金制度を設

けております。

１ 採用している退職給付制度の概要

   同左

 

２ 退職給付債務に関する事項(平成21年３月31日現在)

イ 退職給付債務 △24,927百万円

ロ 年金資産 11,012

ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △13,915

ニ 未認識数理計算上の差異 6,771

ホ 未認識過去勤務債務
(債務の減額)

△1,432

ヘ 連結貸借対照表計上額純額
(ハ＋ニ＋ホ)

△8,576

ト 前払年金費用 ―

チ 退職給付引当金(ヘ－ト) △8,576
  

２ 退職給付債務に関する事項(平成22年３月31日現在)

イ 退職給付債務 △26,064百万円

ロ 年金資産 11,743

ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △14,320

ニ 未認識数理計算上の差異 6,467

ホ 未認識過去勤務債務
(債務の減額)

△1,277

ヘ 連結貸借対照表計上額純額
(ハ＋ニ＋ホ)

△9,131

ト 前払年金費用 ―

チ 退職給付引当金(ヘ－ト) △9,131

 

３ 退職給付費用に関する事項(自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日)

イ 勤務費用 1,055百万円

ロ 利息費用 682

ハ 期待運用収益(減算) △366

ニ 過去勤務債務の
費用処理額

△155

ホ 数理計算上の差異の
費用処理額

373

ヘ 退職給付費用
(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ)

1,590

 

３ 退職給付費用に関する事項(自 平成21年４月１日

至 平成22年３月31日)

イ 勤務費用 1,002百万円

ロ 利息費用 613

ハ 期待運用収益(減算) △278

ニ 過去勤務債務の
費用処理額

△155

ホ 数理計算上の差異の
費用処理額

538

ヘ 退職給付費用
(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ)

1,721

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ 割引率        2.4％

ハ 期待運用収益率    2.5％

ニ 過去勤務債務の処理年数 16～17年

ホ 数理計算上の差異の処理年数 15～17年
 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ 割引率         2.2％

ハ 期待運用収益率    2.5％

ニ 過去勤務債務の処理年数 16～17年

ホ 数理計算上の差異の処理年数 15～17年
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当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

共通支配下の取引等 

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その事業の内容 

企業の名称：ヒタチ メディカル システムズ アメリカ インク 

事業の内容：北米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)企業結合の法的形式 

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

子会社化したものであります。 

２.実施した会計処理の概要 

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日公表分）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19年11月15日公

表分）に基づき、共通支配下の取引等として処理しております。 

３.子会社株式の追加取得に関する事項 

(1)被取得企業の取得原価及びその内訳 

現金及び預金    3,416百万円 

(2)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 

のれん      2,037百万円 

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） 

  

(企業結合等関係)
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額 

  

 
  

２ １株当たり純資産額 

  

 
  

該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 1,578.26円 １株当たり純資産額 1,545.39円

１株当たり当期純利益金額 29.20円 １株当たり当期純損失金額 16.15円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式の発行がないため、記載しておりませ

ん。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式

の発行がないため、記載しておりません。

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当期純利益又は当期純損失(△)(百万円) 1,145 △633

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失
(△)(百万円)

1,145 △633

普通株式の期中平均株式数(千株) 39,225 39,201

項目
前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

当連結会計年度末
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 63,255 60,760

純資産の部の合計額から控除する金額(百
万円)

1,369 193

 （うち少数株主持分） (1,369) (193)

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 61,886 60,567

１株当たり純資産額の算定に用いられた期
末の普通株式の数(千株)

39,211 39,192

(重要な後発事象)
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,950 3,779

受取手形 3,328 2,959

売掛金 ※２ 30,691 ※２ 30,555

商品及び製品 ※１ 3,166 ※１ 2,484

仕掛品 6,622 7,832

原材料及び貯蔵品 6,404 8,020

繰延税金資産 2,621 2,430

未収入金 673 594

関係会社短期貸付金 359 1,597

預け金 ※２ 10,140 ※２ 5,584

その他 166 277

貸倒引当金 △2 △12

流動資産合計 67,123 66,103

固定資産

有形固定資産

建物 13,630 13,678

減価償却累計額 △8,493 △8,859

建物（純額） 5,137 4,819

構築物 618 618

減価償却累計額 △487 △502

構築物（純額） 131 116

機械及び装置 7,539 7,622

減価償却累計額 △6,511 △6,597

機械及び装置（純額） 1,028 1,024

車両運搬具 17 17

減価償却累計額 △15 △15

車両運搬具（純額） 1 1

工具、器具及び備品 11,756 12,267

減価償却累計額 △10,036 △10,820

工具、器具及び備品（純額） 1,720 1,446

土地 ※３ 5,682 ※３ 5,682

建設仮勘定 368 312

有形固定資産合計 14,069 13,403

無形固定資産

特許権 15 7

商標権 7 6

ソフトウエア 4,282 5,060

施設利用権 45 44

無形固定資産合計 4,350 5,118
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 2,624 2,827

関係会社株式 1,990 5,406

関係会社出資金 1,600 1,600

従業員に対する長期貸付金 4 6

関係会社長期貸付金 600 400

長期前払費用 211 144

その他 922 1,037

貸倒引当金 △1 △22

投資その他の資産合計 7,952 11,400

固定資産合計 26,372 29,922

資産合計 93,495 96,025

負債の部

流動負債

買掛金 20,479 22,966

未払金 408 193

未払費用 3,211 3,411

未払法人税等 124 107

前受金 488 491

預り金 472 457

製品保証引当金 502 362

その他 285 117

流動負債合計 25,973 28,107

固定負債

長期借入金 262 278

再評価に係る繰延税金負債 1,612 1,612

退職給付引当金 7,940 8,477

役員退職慰労引当金 284 273

固定負債合計 10,099 10,642

負債合計 36,073 38,750
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22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

資本準備金 21,206 21,206

資本剰余金合計 21,206 21,206

利益剰余金

利益準備金 798 798

その他利益剰余金

別途積立金 38,968 38,968

繰越利益剰余金 △12,447 △12,788

利益剰余金合計 27,319 26,977

自己株式 △419 △435

株主資本合計 61,990 61,632

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,514 △1,303

土地再評価差額金 △3,053 △3,053

評価・換算差額等合計 △4,568 △4,356

純資産合計 57,421 57,275

負債純資産合計 93,495 96,025
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(2)【損益計算書】

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高

商品売上高 4,059 3,443

製品売上高 86,379 82,143

売上高合計 ※４ 90,439 ※４ 85,586

売上原価

商品期首たな卸高 165 67

製品期首たな卸高 7,143 3,098

当期商品仕入高 2,666 2,295

当期製品製造原価 ※１ 63,964 ※１ 63,626

合計 73,939 69,088

他勘定振替高 ※２ △82 ※２ △277

商品期末たな卸高 67 14

製品期末たな卸高 3,098 2,469

売上原価合計 70,854 66,881

売上総利益 19,584 18,705

販売費及び一般管理費 ※１, ※３ 19,187 ※１, ※３ 19,082

営業利益又は営業損失（△） 396 △376

営業外収益

受取利息 113 73

有価証券利息 2 －

受取配当金 ※４ 1,267 ※４ 783

その他 85 62

営業外収益合計 1,467 919

営業外費用

支払利息 9 8

固定資産処分損 ※５ 24 ※５ 16

為替差損 1,313 360

廃棄物処理費用 － 82

その他 45 14

営業外費用合計 1,392 482

経常利益 472 60

特別利益

役員退職慰労引当金戻入額 139 －

特別利益合計 139 －

特別損失

投資有価証券評価損 168 8

特別損失合計 168 8

税引前当期純利益 443 52

法人税、住民税及び事業税 △21 △190

法人税等調整額 356 191

法人税等合計 335 1

当期純利益 108 51
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(脚注) 

  

 
  

【製造原価明細書】

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

Ⅰ 材料費 47,270 74.0 49,446 74.4

Ⅱ 労務費 12,395 19.4 12,850 19.3

Ⅲ 経費 ※１ 4,248 6.6 4,173 6.3

  当期総製造費用 63,914 100.0 66,471 100.0

  期首仕掛品たな卸高 7,464 6,622

合計 71,378 73,093

  他勘定振替高 ※２ 791 1,635

  期末仕掛品たな卸高 6,622 7,832

  当期製品製造原価 63,964 63,626

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

※１ 経費の主な内訳は次の通りであります。

賃借料 1,001百万円

減価償却費 1,730

外注経費 2,187

外注加工費 48

 
 

※１ 経費の主な内訳は次の通りであります。

賃借料 775百万円

減価償却費 1,659

外注経費 2,119

外注加工費 52

 

 

※２ 他勘定振替高の内訳は次の通りであります。

販売費及び一般管理費 1,305百万円

その他 △513

合計 791

 
 

※２ 他勘定振替高の内訳は次の通りであります。

販売費及び一般管理費 1,698百万円

その他 △63

合計 1,635

 

原価計算の方法

個別原価計算を採用しております。

原価計算の方法

同左

(株)日立メディコ(6910) 平成22年３月期決算短信

- 49 -



(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 13,884 13,884

当期末残高 13,884 13,884

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 21,206 21,206

当期末残高 21,206 21,206

資本剰余金合計

前期末残高 21,206 21,206

当期末残高 21,206 21,206

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 798 798

当期末残高 798 798

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 38,968 38,968

当期末残高 38,968 38,968

繰越利益剰余金

前期末残高 △12,201 △12,447

当期変動額

剰余金の配当 △353 △392

当期純利益 108 51

自己株式の処分 △1 △0

当期変動額合計 △246 △341

当期末残高 △12,447 △12,788

利益剰余金合計

前期末残高 27,565 27,319

当期変動額

剰余金の配当 △353 △392

当期純利益 108 51

自己株式の処分 △1 △0

当期変動額合計 △246 △341

当期末残高 27,319 26,977

自己株式

前期末残高 △394 △419

当期変動額

自己株式の取得 △29 △16

自己株式の処分 4 0

(株)日立メディコ(6910) 平成22年３月期決算短信

- 50 -



(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当期変動額合計 △24 △16

当期末残高 △419 △435

株主資本合計

前期末残高 62,261 61,990

当期変動額

剰余金の配当 △353 △392

当期純利益 108 51

自己株式の取得 △29 △16

自己株式の処分 2 0

当期変動額合計 △271 △357

当期末残高 61,990 61,632

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 328 △1,514

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△1,843 211

当期変動額合計 △1,843 211

当期末残高 △1,514 △1,303

土地再評価差額金

前期末残高 △3,053 △3,053

当期末残高 △3,053 △3,053

評価・換算差額等合計

前期末残高 △2,724 △4,568

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△1,843 211

当期変動額合計 △1,843 211

当期末残高 △4,568 △4,356

純資産合計

前期末残高 59,536 57,421

当期変動額

剰余金の配当 △353 △392

当期純利益 108 51

自己株式の取得 △29 △16

自己株式の処分 2 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,843 211

当期変動額合計 △2,114 △145

当期末残高 57,421 57,275
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該当事項はありません。 

  

 
  

(4)【継続企業の前提に関する注記】

(5)【重要な会計方針】

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式

移動平均法に基づく原価法

１ 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式

同左

(2) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は、全部純資産直入法により処理

し、売却原価は、移動平均法により算定)

(2) その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法に基づく原価法

時価のないもの

同左

２ デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法

２ デリバティブの評価基準及び評価方法

同左

３ たな卸資産の評価基準及び評価方法 ３ たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの

方法）によっております。

通常の販売目的で保有するたな卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの

方法）によっております。

(1) 商品

個別法または移動平均法

(1) 商品

同左

(2) 製品

個別法または移動平均法

(2) 製品

同左

(3) 材料

移動平均法

(3) 材料

同左

(4) 仕掛品

個別法または移動平均法

(4) 仕掛品

同左

（会計方針の変更）  

 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用  

 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）

を当事業年度から適用し、従来は個別法または移動平

均法に基づく低価法を採用しておりましたが、当事業

年度から個別法または移動平均法に基づく原価法（収

益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しており

ます。  

 また、従来、営業外費用に計上していた「たな卸資

産処分損」を売上原価に計上しております。  

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当事

業年度の売上総利益及び営業利益が40百万円減少し、

経常利益及び税引前当期純利益が238百万円増加して

おります。

 ─────────―  

  

 

４ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法

     平成10年４月１日以降に取得した建物(建物

附属設備は除く)については定額法によってお

ります。

なお、主な耐用年数は次の通りであります。

建物 ３～50年

工具、器具及び備品 ２～20年

機械及び装置 ２～17年

 

４ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

同左
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前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

イ 市場販売目的のソフトウェア

見込販売数量に基づく償却額または、見込

有効期間(３年)に基づく均等配分額のいずれ

か大きい額を償却額とする方法

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

イ 市場販売目的のソフトウェア

同左

ロ 自社利用のソフトウェア

社内における利用可能期間(５年)に基づく

定額法

ロ 自社利用のソフトウェア

同左

ハ その他

定額法

ハ その他

同左

(3) リース資産

 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る

リース資産

 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロと

する定額法を採用しております。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引

のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以

前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっております。  

 

(3) リース資産

 同左

 

(4) 長期前払費用

均等償却

(4) 長期前払費用

同左

５ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しております。

５ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 製品保証引当金

商品及び製品のアフターサービスの費用支出に

備えるため、保証期間内のサービス費の発生見込

額を、過去の実績を基礎として計上しておりま

す。

(2) 製品保証引当金

同左

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末におけ

る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計

上しております。

過去勤務債務は、発生時の従業員の平均残存勤

務期間(16～17年)による定額法により費用処理す

ることとしております。

数理計算上の差異は、発生時の従業員の平均残

存勤務期間(15～17年)による定額法により、翌期

から費用処理することとしております。

(3) 退職給付引当金

同左
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前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

（会計方針の変更）  

「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）

（企業会計基準第19号 平成20年７月31日）が平成21

年３月31日以前に開始する事業年度に係る財務諸表か

ら適用できることとなったことに伴い、当事業年度か

ら同会計基準を適用しております。  

 数理計算上の差異を翌期から償却するため、これに

よる営業損益、経常損益及び税引前当期純損益に与え

る影響はありません。  

 また、本会計基準の適用に伴い発生する退職給付債

務の差額の未処理残高は287百万円であります。

 ─────────―  

 

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基

づく期末必要額を計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

同左

（追加情報） 

 平成21年１月27日開催の当社報酬委員会において、

役員退職慰労金制度の廃止を決定し、制度廃止に伴う

打切り日（平成21年３月31日）までの在任期間に対応

する退職慰労金として、従来の役員退職慰労金規則に

基づいて、平成20年度末における支給見込額を計上し

ております。

─────────―  

─────────―  

 

６ 収益及び費用の計上基準

 完成工事高の計上基準

 当事業年度に着手した工事契約から、当事業年度末

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。

─────────―  

 

（会計方針の変更） 

 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、当事業年度よ

り「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）を適用し、当事業年度に着手した工

事契約から、当事業年度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。  

７ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理については、

税抜方式によっております。

７ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事

項

(1) 消費税等の会計処理

同左

(2) 連結納税制度の適用

    連結納税制度を適用しております。

(2) 連結納税制度の適用

   同左
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(6)【重要な会計方針の変更】

【会計処理の変更】

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

（リース取引に関する会計基準等の適用）  

 所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっておりましたが、当事業年度より「リース

取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号(平成5

年6月17日(企業会計審議会第一部会)、平成19年3月30

日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第16号(平成6年1月18日

(日本公認会計士協会 会計制度委員会)平成19年3月30

日改正))を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のもの

については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。  

 この結果、当該変更に伴い固定資産に計上されたリ

ース資産はなく当事業年度の損益に与える影響はあり

ません。

 また、リース取引開始日が平成20年４月１日以後の

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース

資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用

年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用いたし

ます。

─────────―  
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【表示方法の変更】

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

（貸借対照表）

  (1)「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関す

る規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月

７日 内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前

事業年度において、「商品」「製品」として掲記され

ていたものは、当事業年度から「商品及び製品」と一

括して掲記しております。なお、当事業年度に含まれ

る「商品」「製品」は、それぞれ67百万円、3,098百

万円であります。

  ─────────―  

 

 (2)在庫削減と収益責任明確化のため、平成20年4月

に保守部品の管理部署を工場からサービス事業部門に

変更したことに伴い、従来工場で製作したため「製

品」に含めて表示していた保守部品は、サービス事業

部門では材料として使用することから、当事業年度に

おいては「原材料及び貯蔵品」へ表示方法を変更して

おります。  

 保守部品の残高は、前事業年度末は3,399百万円、

当事業年度末は4,747百万円であります。 
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(7)【個別財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

※１ 共同研究・デモ用等として貸出している貸付品か

ら直接控除した評価損

商品及び製品 202百万円

※１ 共同研究・デモ用等として貸出している貸付品か

ら直接控除した評価損

商品及び製品 203百万円

※２ 関係会社に対する資産

売掛金 8,563百万円

預け金 10,140

※２ 関係会社に対する資産

売掛金 8,354百万円

預け金 5,584

※３ 当社は、土地の再評価に関する法律(平成10年３

月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地

の再評価を行ない、評価差額については、当該評

価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税

金負債」として負債の部に計上し、これを控除し

た金額を「土地再評価差額金」として純資産の部

に計上しております。

・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行

令(平成10年３月31日公布政令第119号)第２条

第３号に定める固定資産税評価額に基づいて、

合理的な調整を行なって評価額を算出しており

ます。

・再評価を行なった年月日…平成14年３月31日

・再評価を行なった土地の当期末における時価と

再評価後の帳簿価額との差額

…△1,223百万円

※３ 当社は、土地の再評価に関する法律(平成10年３

月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地

の再評価を行ない、評価差額については、当該評

価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税

金負債」として負債の部に計上し、これを控除し

た金額を「土地再評価差額金」として純資産の部

に計上しております。

・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行

令(平成10年３月31日公布政令第119号)第２条

第３号に定める固定資産税評価額に基づいて、

合理的な調整を行なって評価額を算出しており

ます。

・再評価を行なった年月日…平成14年３月31日

・再評価を行なった土地の当期末における時価と

再評価後の帳簿価額との差額

…△1,382百万円
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

※１ 研究開発費の総額

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費

8,932百万円

※１ 研究開発費の総額

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費

8,507百万円

※２ 他勘定振替高の内訳は次の通りであります。

販売費及び一般管理費 148百万円

その他 △230

合計 △82

※２ 他勘定振替高の内訳は次の通りであります。

販売費及び一般管理費 210百万円

その他 △488

合計 △277

 

※３ 販売費及び一般管理費のうち主要なものは次の通

りであります。

給料諸手当 6,029百万円

製品保証引当金繰入額 502

退職給付費用 533

役員退職慰労引当金繰入額 100

福利厚生費 1,104

賃借料 1,116

旅費 912

研究開発費 2,455

外注経費 956

貸倒引当金繰入額 0

   なお、販売費及び一般管理費に占める販売費の割

合は約６割であります。

 

※３ 販売費及び一般管理費のうち主要なものは次の通

りであります。

給料諸手当 5,982百万円

退職給付費用 582

福利厚生費 1,091

賃借料 1,098

旅費 930

研究開発費 2,298

外注経費 1,274

貸倒引当金繰入額 69

   なお、販売費及び一般管理費に占める販売費の割

合は約６割であります。

 

※４ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次の通りであります。

売上高 18,755百万円

受取配当金 1,208
 

※４ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次の通りであります。

売上高 15,209百万円

受取配当金 725

※５ 固定資産処分損の内訳は次の通りであります。

建物 10百万円

機械及び装置 4

工具、器具及び備品 9

合計 24

※５ 固定資産処分損の内訳は次の通りであります。

建物 2百万円

機械及び装置 3

工具、器具及び備品 11

合計 16
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前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 34,959株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の株主からの売り渡し請求による減少 3,500株 

  

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加  19,941株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の株主からの売り渡し請求による減少 500株 

  

   決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

前事業年度(平成21年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

当事業年度(平成22年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません 

  

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株） 297,002 34,959 3,500 328,461

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株） 328,461 19,941 500 347,902

(リース取引関係)

(有価証券関係)
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(注) 算定上の基礎 

  

 １ １株当たり当期純利益金額 

 
  

２ １株当たり純資産額 

 
  

該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 1,464.40円 １株当たり純資産額 1,461.41円

１株当たり当期純利益金額 2.77円 １株当たり当期純利益金額 1.30円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式の発行がないため、記載しておりませ

ん。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式の発行がないため、記載しておりませ

ん。

項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当期純利益(百万円) 108 51

普通株式に係る当期純利益(百万円) 108 51

普通株式の期中平均株式数(千株) 39,225 39,201

項目
前事業年度末

(平成21年３月31日)
当事業年度末

(平成22年３月31日)

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 57,421 57,275

1株当たり純資産額の算定に用いられた期
末の普通株式の数(千株)

39,211 39,192

(重要な後発事象)
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 平成22年６月24日開催予定の定時株主総会に提案する取締役候補者は次の通りです。 

  

  ① 取締役候補者 ［ ＊は新任、（ ）内は現職 ］  

   
  

  ② 退任予定取締役 ［ （ ）内は現職 ］  

     田中    正広 ( 取締役 )  

          長谷川 泰二  ( 社外取締役 ) 

          齊藤  莊藏  ( 社外取締役 ) 

  

 ③ 新任取締役の略歴   

     たかはし ひでき 

     高橋  秀樹 

  

 
  

6. その他

(1) 役員の異動

取締役会長  浜松      潔 ( 取締役会長 兼 代表執行役 )

取  締  役 三木    一克 ( 代表執行役 執行役社長 兼 取締役 )

取  締  役 小杉  憲一郎 ( 執行役常務 財務本部長 兼 取締役 )

＊ 取  締  役 高橋   秀樹 ( 執行役常務 )

社外取締役 中村    道治 ( 株式会社日立製作所 取締役 ) 

 ＊ 社外取締役 森   和廣 ( 株式会社日立製作所 代表執行役 執行役副社長 )

＊ 社外取締役 田淵  智久 ( 弁護士 潮見坂綜合法律事務所 )

生年月日 1947 年 11月 17 日 生

終学歴 1970 年 3月 早稲田大学理工学部卒業

職 歴 1970 年 4月 株式会社日立製作所 入社

1999 年 6月 株式会社日立メディコ 海外事業本部 副事業本部長

2002 年 6月 同社 取締役 国際事業本部長

2003 年 4月 同社 執行役常務 国際事業本部長

2010 年 4月 同社 執行役常務
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     もり    かずひろ 

     森   和廣 

  

 

     たぶち  ともひさ 

     田淵  智久 

  

 
  

  

生年月日 1946 年 10月 7 日 生

終学歴 1969 年 3月 京都大学工学部卒業

職 歴 1969 年 4月 株式会社日立製作所 入社

1999 年 2月 同社 中部支社長

2003 年 6月 同社 執行役 中部支社長

2004 年 4月 同社 執行役常務 電機グループ長＆ＣＥＯ

2005 年 8月 同社 執行役常務 兼 (株)日立ディスプレイズ 取締役社長

2006 年 4月 同社 執行役専務 兼 (株)日立ディスプレイズ 取締役社長

2007 年 1月 同社 代表執行役 執行役副社長

生年月日 1957 年 12月 9 日 生

終学歴 1980 年 3月 東京大学法学部卒業

職 歴 1984 年 4月 東京弁護士会登録

1991 年 4月 森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所) 入所

2007 年 4月 末吉綜合法律事務所(現潮見坂綜合法律事務所) 開設
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