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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】

　

回次
第97期

第３四半期
連結累計期間

第98期
第３四半期
連結累計期間

第97期

会計期間
自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日

自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日

自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日

売上高 (百万円) 104,353 107,209 159,659

経常利益又は経常損失（△） (百万円) △253 552 2,356

四半期純損失（△）又は当期純
利益

(百万円) △1,346 △3,033 252

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) △568 1,436 2,174

純資産額 (百万円) 72,296 71,272 75,030

総資産額 (百万円) 148,963 161,051 158,028

１株当たり四半期純損失金額
（△）又は当期純利益金額

(円) △34.37 △77.48 6.44

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 (％) 48.1 43.82 47.1
 

　

回次
第97期

第３四半期
連結会計期間

第98期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成24年10月１日
至 平成24年12月31日

自 平成25年10月１日
至 平成25年12月31日

１株当たり四半期純利益金額又
は四半期純損失金額（△）

(円) 4.93 △19.21
 

(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。また、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

在株式が存在しないため、記載しておりません。

　

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、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。

 

（医療機器事業）

新規連結子会社：HMSSA Holdings,LLC及び同社の子会社２社
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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、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する

事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生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」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

　

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当社グループを取り巻く経営環境は、海外では、米国経済におい

て堅調な民間需要を背景に緩やかな回復基調が続いているものの、欧州経済の停滞、緊迫する中東情勢

や中国をはじめとするアジア経済の成長鈍化など厳しい状況で推移しました。一方、国内では、景気は

緩やかに改善しつつあるものの、厳しい状況が続いております。

このような状況下、当社グループは、日立グループのインフラシステムグループの一員としてヘルス

ケア・グローバル市場でトッププレーヤーを目指すべく事業の一層の推進に取り組んでまいりまし

た。　

この結果、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は、107,209百万円と前年同期比2.7％の増収とな

り、営業損失は1,734百万円（前年同期は営業損失682百万円）、経常利益は営業外収益として為替差益

を2,395百万円計上したことにより552百万円（前年同期は経常損失253百万円）、四半期純損失は3,033

百万円（前年同期は四半期純損失1,346百万円）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、ＭＲイメージング装置、診断用超音波装置が前年同期を上回りましたが、Ｘ線装置

およびＸ線ＣＴ装置は前年同期を下回りました。　

　ＭＲイメージング装置は、国内では永久磁石方式と超電導方式が、前年同期を上回りました。海外で

は、米国において超電導方式が好調でかつ円安効果により全体でも前年同期を上回りまし

た。　　　　　　　

診断用超音波装置は、国内では、価格競争が依然として厳しい中、上級機の販売が好調だったことも

あり前年同期を上回りました。海外では、欧州市場や中国市場低迷の影響があるものの、円安効果によ

り売上高は前年同期を上回り、全体でも前年同期を上回りました。　

この結果、当セグメントの売上高は、前年同期比3,980百万円（4.6％増）増の91,077百万円となりま

した。セグメント損失は、815百万円（前年同四半期セグメント損失746百万円）となりました。　
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②医療情報システム事業

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）のレセプトコンピュータ、電子カルテ

システムが堅調で売上高は、前年同期比759百万円（11.4％増）増の7,397百万円となりました。セグメ

ント損失は、680百万円（前年同四半期セグメント損失1,200百万円）となりました。

③汎用分析装置事業

汎用分析装置事業は、除染関連対策で需要は継続しているものの、緊急時防護措置準備区域（ＵＰ

Ｚ）での放射線モニタリング機器の設置が昨年でほぼ終了したこともあり、前年同期比852百万円

（14.9％減）減の4,850百万円となりました。セグメント損失は、428百万円（前年同四半期セグメント

利益780百万円）となりました。

　④医用分析装置事業

医用分析装置事業は、新製品の検体前処理分注装置や診断薬メーカーへのＯＥＭ分析装置が好調だっ

たものの、検体前処理モジュールシステムが前年度にあった大型案件の需要減により、前年同期比

1,029百万円（20.9％減）減の3,883百万円となりました。

 セグメント利益は、182百万円（前年同四半期セグメント利益481百万円）となりました。　

　

(2) 財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産が前連結会計年度末と比べて3,023百万円増加

し、161,051百万円となりました。これは、現金及び預金の4,097百万円増加、たな卸資産の10,665百万

円増加、受取手形及び売掛金の15,159百万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6,781百万円増加し、89,779百万円となりました。これは退職給

付に関する会計基準等の適用により、退職給付引当金が11,859百万円減少した一方、退職給付に係る負

債が13,800百万円増加したこと、支払手形及び買掛金の2,590百万円減少、短期借入金の2,610百万円の

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3,758百万円減少し、71,272百万円となりました。これは、主

として退職給付に関する会計基準等の適用により、退職給付に係る調整累計額の△4,527百万円を計上

したことによるものです。

　

(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。
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(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8,792百万円であります。
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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25年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年２月14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25年12月31日 ― 39,540 ― 13,884 ― 21,206
 

　

(6) 【大株主の状況】

　  当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成25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 421,000

完全議決権株式(その他) 普通株式 38,744,000 38,744 ―

単元未満株式 普通株式 375,000 ― ―

発行済株式総数  39,540,000 ― ―

総株主の議決権  ― 38,744 ―

 

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式75株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成25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

421,000 ― 421,000 1.06

計 ― 421,000 ― 421,000 1.06
 

　

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。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　なお、第３四半期連結会計期間（平成25年10月１日から平成25年12月31日まで）及び第３四半期連結累

計期間（平成25年４月１日から平成25年12月31日）については、「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24年９月21日内閣府令第61号）附則第５条第１項ただ

し書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則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25年10月１

日から平成25年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25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25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 17,924 22,021

受取手形及び売掛金
※３ 53,641 ※３ 38,482

商品及び製品 17,614 24,158

仕掛品 10,499 13,795

原材料及び貯蔵品 10,874 11,699

その他 9,570 12,959

貸倒引当金 △634 △740

流動資産合計 119,488 122,374

固定資産

有形固定資産 21,333 21,941

無形固定資産

のれん 2,281 2,264

その他 9,636 9,168

無形固定資産合計 11,917 11,432

投資その他の資産

その他 5,567 5,591

貸倒引当金 △277 △287

投資その他の資産合計 5,290 5,304

固定資産合計 38,540 38,677

資産合計 158,028 161,051

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 27,413 24,823

短期借入金 21,213 23,823

未払法人税等 622 1,953

製品保証引当金 1,536 1,773

その他 17,598 18,934

流動負債合計 68,382 71,306

固定負債

退職給付引当金 11,859 －

役員退職慰労引当金 306 264

退職給付に係る負債 － 13,800

その他 2,451 4,409

固定負債合計 14,616 18,473

負債合計 82,998 89,779
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25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 21,211 21,211

利益剰余金 42,377 40,548

自己株式 △472 △530

株主資本合計 77,000 75,113

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 159 462

土地再評価差額金 △2,850 △2,850

為替換算調整勘定 69 2,368

退職給付に係る調整累計額 － △4,527

その他の包括利益累計額合計 △2,622 △4,547

少数株主持分 652 706

純資産合計 75,030 71,272

負債純資産合計 158,028 161,051
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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24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

売上高 104,353 107,209

売上原価 69,522 69,025

売上総利益 34,831 38,184

販売費及び一般管理費 35,513 39,918

営業損失（△） △682 △1,734

営業外収益

受取利息 44 52

受取配当金 27 17

為替差益 701 2,395

その他 286 233

営業外収益合計 1,058 2,697

営業外費用

支払利息 113 120

固定資産処分損 173 58

特許関連費用 213 －

たな卸資産廃棄損 － 52

その他 130 181

営業外費用合計 629 411

経常利益又は経常損失（△） △253 552

特別損失

減損損失 36 －

事業構造改善費用
※ 34 ※ 295

確定拠出年金制度移行に伴う損失 － 1,241

特別損失合計 70 1,536

税金等調整前四半期純損失（△） △323 △984

法人税等 972 1,987

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,295 △2,971

少数株主利益 51 62

四半期純損失（△） △1,346 △3,033
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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24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,295 △2,971

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △160 303

為替換算調整勘定 887 2,369

退職給付に係る調整額 － 1,735

その他の包括利益合計 727 4,407

四半期包括利益 △568 1,436

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △684 1,304

少数株主に係る四半期包括利益 116 132
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【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成25年４月１日　至　平成25年12月31日)

（1）連結の範囲の重要な変更

第１四半期連結会計期間より、HMSSA Holdings,LLC及び同社の子会社２社は、重要性が増したため、連結の範

囲に含めております。
 

　

(会計方針の変更等)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成25年４月１日　至　平成25年12月31日)

（会計方針の変更）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成24年５月17日。）が

平成25年４月１日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、第１四半期連結会

計期間よりこれらの会計基準等を適用し、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債と

して計上する方法に変更し、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用を退職給付に係る負債に計上いた

しました。また、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基

準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の算定方法を変更いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な扱いに従って、当第３四半

期連結累計期間の期首において、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債として計上

したことに伴う影響額をその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に加減しております。また、退職

給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。

この結果、当第３四半期連結累計期間の期首のその他の包括利益累計額が6,262百万円減少し、利益剰余金が

1,533百万円増加しております。なお、当第３四半期連結累計期間の連結損益計算書に与える影響は軽微であり

ます。
 

　

(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25年４月１日　至　平成25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。
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(四半期連結貸借対照表関係)

 １ 保証債務

連結会社以外の会社の入札及び履行に対し、債務保証を行なっております。

 
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成25年12月31日)

Dhaka Medical College Hospital 14百万円 15百万円

Central Medical Store Depot 16 19

その他 24 16
 

　
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。

 
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成25年12月31日)

Insight Health Corp. 72百万円 －百万円

Jacksonville Diagnostic
Imaging, LLC

112 95

Ide Imaging Partners, Inc 85 83

Community Imaging Partners 85 215

Valley Imaging Partners, Inc 62 －

New Jersey Imaging Partners 91 －

Radnet Management, Inc 75 130

Carlisle HMA, LLC 30 24

Advanced Imaging at
St. Joseph's Medical

17 9

Delaware Imaging Partners 129 126

Advanced Imaging Partners, Inc － 137
 

　
 

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

従業員の銀行借入債務（住宅資金
融資）に対する保証

31百万円 28百万円
 

　

 ２ 輸出手形割引高

 
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成25年12月31日)

 14百万円 62百万円
 

　

※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、満期日に決済が行われたものとして処理し

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

期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

 
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成25年12月31日)

受取手形 311百万円 336百万円
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(四半期連結損益計算書関係)

※ 事業構造改善による損失を計上しており、その内訳は次の通りであります。

　

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
至　平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
至　平成25年12月31日)

 
　割増退職金等

　事業拠点統合に伴う移転費用等

事業構造改善による損失（総額）
 

 
－ 百万円

34  

34  
 

 
281 百万円

14  

295  
 

 

　

(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24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

減価償却費 3,536百万円 3,713百万円

のれんの償却額 90 97
 

　

(株主資本等関係)

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24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24年５月22日
取締役会

普通株式 195 5.0 平成24年３月31日 平成24年５月28日 利益剰余金

平成24年10月29日
取締役会

普通株式 195 5.0 平成24年９月30日 平成24年11月29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。

　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25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25年５月21日
取締役会

普通株式 195 5.0 平成25年３月31日 平成25年５月28日 利益剰余金

平成25年10月29日
取締役会

普通株式 195 5.0 平成25年９月30日 平成25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24年４月１日 至 平成24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 87,097 6,638 5,702 4,912 104,349 4 104,353

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ― 416 416

計 87,097 6,638 5,702 4,912 104,349 420 104,769

セグメント利益又は損失
（△）

△746 △1,200 780 481 △685 30 △655
 

（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 104,349

その他の売上高 420

セグメント間取引消去 △416

四半期連結損益計算書の売上高 104,353
 

　

 (単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 △685

その他の利益 30

全社費用 △27

四半期連結損益計算書の営業損失 △682
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25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 91,077 7,397 4,850 3,883 107,207 2 107,209

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ― 322 322

計 91,077 7,397 4,850 3,883 107,207 324 107,531

セグメント利益又は損失
（△）

△815 △680 △428 182 △1,741 34 △1,707
 

（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 107,207

その他の売上高 324

セグメント間取引消去 △322

四半期連結損益計算書の売上高 107,209
 

　

 (単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 △1,741

その他の利益 34

全社費用 △27

四半期連結損益計算書の営業損失 △1,734
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(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24年４月１日
至　平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年12月31日)

１株当たり四半期純損失金額（△） △34.37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（△） △77.48

　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
前第３四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
至　平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25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)

△1,346 △3,033

普通株式に係る四半期純損失（△）(百万円) △1,346 △3,033

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) 39,161 39,146
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２ 【その他】

　

　 第98期（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）中間配当については、平成25年10月29日開催

の取締役会において、平成25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25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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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

独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成26年２月14日

株式会社日立メディコ

執行役社長　北野　昌宏　殿

　

 

　

 

　
 

　
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25年４月１日から平成26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25年10月１日から平成25年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成
25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、四半期連結包括利益計算書及び注記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25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。
 

　

EDINET提出書類

株式会社日立メディコ(E02314)

四半期報告書

21/21


	表紙
	本文
	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
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営上の重要な契約等
	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

	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
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(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
	(4)ライツプランの内容
	(5)発行済株式総数、資本金等の推移
	(6)大株主の状況
	(7)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	(1)四半期連結貸借対照表
	(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
	四半期連結包括利益計算書
	第３四半期連結累計期間
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

