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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

連結経営指標等 

  

 
(注) １  売上高には、消費税等は含まれておりません。 

   ２  第91期第２四半期連結累計(会計)期間及び第91期の潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額につ

  いては、１株当たり四半期(当期)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。

   ３  第92期第２四半期連結累計(会計)期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式

  が存在しないため、記載しておりません。 

  

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第91期

前第２四半期 
連結累計期間

第92期
当第２四半期 
連結累計期間

第91期
前第２四半期 
連結会計期間

第92期 
当第２四半期 
連結会計期間

第91期

会計期間

自 平成21年
   ４月１日 
至 平成21年 
   ９月30日

自 平成22年
   ４月１日 
至 平成22年 
   ９月30日

自 平成21年
   ７月１日 
至 平成21年 
   ９月30日

自 平成22年 
   ７月１日 
至 平成22年 
   ９月30日

自 平成21年
   ４月１日 
至 平成22年 
   ３月31日

売上高 (百万円) 281,687 335,257 149,200 176,780 616,877 

経常利益又は 
経常損失(△) 

(百万円) △6,984 14,332 △3,745 9,303 △496

四半期純利益又は 
四半期(当期)純損失(△) 

(百万円) △5,307 9,780 △3,281 6,251 △2,827

純資産額 (百万円) ― ― 227,229 235,893 229,399 

総資産額 (百万円) ― ― 392,588 418,397 411,049 

１株当たり純資産額 (円) ― ― 1,650.50 1,714.43 1,666.00 

１株当たり四半期純利益
金額又は四半期(当期) 
純損失金額(△) 

(円) △38.58 71.11 △23.86 45.45 △20.55

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 (％) ― ― 57.8 56.4 55.7 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 2,049 240 ― ― 22,371 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △8,592 8,415 ― ― △8,277

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △2,067 △1,566 ― ― △2,759

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高 

(百万円) ― ― 69,588 95,423 90,188 

従業員数 (人) ― ― 10,266 10,149 9,931 
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当第２四半期連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営んでいる事業の内容

に重要な変更はありません。 

なお、主要な関係会社の異動はありません。 

  

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

(１) 連結会社の状況 

平成22年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員数であります。 

  

(２) 提出会社の状況 

平成22年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員数であります。 

  

  

２ 【事業の内容】

３ 【関係会社の状況】

４ 【従業員の状況】

従業員数(人) 10,149 

従業員数(人) 4,372 
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第２ 【事業の状況】 

(１) 生産実績 

① 製品の生産実績 

  

 
(注) １ 金額は販売価格によっております。 

２ 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

  

② 商品の仕入実績 

仕入高と売上高の差額は僅少であるため、記載は省略しております。 

  
(２) 受注の状況 

受注高と売上高の差額は僅少であるため、記載は省略しております。 

  
(３) 販売の状況 

当第２四半期連結会計期間における売上実績をセグメントごとに示すと以下の通りであります。 

  

 
(注) １ 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 主な相手先別の売上高及び総売上高に占める割合は以下の通りであります。 

  

 
(注) 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

  

１ 【生産、受注及び販売の状況】

セグメントの名称
当第２四半期連結会計期間

金額(百万円) 構成比(％)

電子デバイスシステム 23,845 37.8 

ファインテックシステム 12,299 19.5 

科学・医用システム 25,351 40.2 

産業・ＩＴシステム 1,553 2.5 

先端産業部材 ― ―

合計 63,047 100.0 

セグメントの名称
当第２四半期連結会計期間

金額(百万円) 構成比(％)

電子デバイスシステム 31,122 17.3 

ファインテックシステム 10,758 6.0 

科学・医用システム 30,594 17.0 

産業・ＩＴシステム 29,510 16.4 

先端産業部材 77,665 43.3 

合計 179,649 100.0 

相手先

前第２四半期連結会計期間 当第２四半期連結会計期間

金額(百万円) 割合(％) 金額(百万円) 割合(％)

㈱日立製作所 7,227 4.8 6,846 3.9 
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当第２四半期連結会計期間において、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

いて重要な変更はありません。 

  

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

当第２四半期連結会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析は以下の通りで

あります。 

  

(１) 業績の状況 

当第２四半期連結会計期間(平成22年７月～平成22年９月)の経営成績は、売上高176,780百万円(前年

同四半期連結会計期間比18.5％増)、営業利益9,291百万円(前年同四半期連結会計期間は3,834百万円の

営業損失)、経常利益9,303百万円(前年同四半期連結会計期間は3,745百万円の経常損失)、四半期純利

益6,251百万円(前年同四半期連結会計期間は3,281百万円の四半期純損失)となりました。 

  

セグメント別の業績は以下の通りであります。 

  
電子デバイスシステム 

半導体製造装置は、大手メモリーメーカー、ファウンドリの増産投資の積極化等により、主力の測

長ＳＥＭが、アジア市場向けを中心に大幅に増加しました。ダイボンダは、低価格パソコン・スマー

トフォン等の需要拡大を受け、メモリー市場向けに大幅に増加しました。また、チップマウンタも、

アジア市場での顧客投資再開等により大幅に増加しました。エッチング装置は、大手半導体メーカー

を中心とする設備投資再開を受け、大幅に増加しました。 

  以上の結果、当セグメントの売上高は31,122百万円、経常利益は4,594百万円となりました。 

  
  ファインテックシステム 

ＦＰＤ関連製造装置は、中国を中心とする液晶テレビ市場の需要拡大等を受け、露光装置、実装装

置ともに増加しました。また、ハードディスク関連製造装置も、前年度後半からの市場の回復を受

け、好調に推移しました。 

  以上の結果、当セグメントの売上高は10,758百万円、経常利益は680百万円となりました。 

  

科学・医用システム 

汎用分析機器・解析装置は、民間設備投資全体では本格的な回復に至らなかったものの、材料関連

分野における設備投資の回復がみられ、電子顕微鏡等が好調に推移しました。医用分析装置は、欧州

向けの新製品である中・小型分析装置の納入一巡等の影響もあり減少しました。また、ＤＮＡシーケ

ンサは、中小型装置の新製品投入効果等により微増となりました。 

  以上の結果、当セグメントの売上高は30,594百万円、経常利益は3,178百万円となりました。 

  

２ 【事業等のリスク】

３ 【経営上の重要な契約等】

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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産業・ＩＴシステム 

自動組立システムは、電子デバイス・自動車業界向けともに横這いとなりました。ハードディスク

ドライブは、エコカー減税・補助金制度を受けた自動車メーカーの販売好調により、カーナビゲーシ

ョン用が堅調に推移しました。通信用機器は、米国向け携帯電話が低調に推移しました。 

  以上の結果、当セグメントの売上高は29,510百万円、経常利益は490百万円となりました。 

  
先端産業部材 

工業材料は、エコカー減税・補助金制度等の効果により、自動車関連部品が大幅に増加しました。

また、アジア市場向けに半導体パッケージ用の基板が好調に推移しました。シリコンウェーハは、半

導体市場の回復を受け大幅に増加しました。一方、液晶プロジェクター用の光学エンジンは、欧州景

気後退に伴い低調に推移しました。 

  以上の結果、当セグメントの売上高は77,665百万円、経常利益は421百万円となりました。 

  

(２) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は95,423百万円となり、第１四半期連結会

計期間末より18,672百万円増加しました。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

あります。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結会計

期間に比べて4,095百万円減少し、6,147百万円の収入となりました。前年同四半期連結会計期間に対

するキャッシュ・フローの主な減少要因は、運転資金としての売上債権、たな卸資産、仕入債務の増

減による支出が15,479百万円増加したこと、法人税等の還付額が4,446百万円減少したことによりま

す。一方で、前年同四半期連結会計期間に対するキャッシュ・フローの主な増加要因は、税金等調整

前四半期純利益が12,656百万円増加したこと、その他の資産・負債の増減による収入が3,252百万円増

加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２四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結会計

期間に比べて18,882百万円増加し、13,264百万円の収入となりました。前年同四半期連結会計期間に

対するキャッシュ・フローの主な増加要因は、その他の資金運用による収入が18,940百万円増加した

ことによります。 

  

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、前年同四半期連結会計期間に比べて14,787百万円増加し、19,411百万円

の収入となりました。 
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(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結会計

期間に比べて197百万円減少し、198百万円の支出となりました。前年同四半期連結会計期間に対する

キャッシュ・フローの主な減少要因は、その他財務活動フローの支出が189百万円増加したことにより

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、連結ベースでの営業本部別キャッシュ・フロー管理制度を導入

し、営業活動におけるキャッシュ創出に対する意識を高める仕組を構築し、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、保有資産の見直し等を行い、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。 

  

(３) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第２四半期連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の連結子会社)が対処すべき課題に

ついて、重要な変更はありません。 

  

(４) 研究開発活動 

当第２四半期連結会計期間の研究開発活動について、重要な変更はありません。 

なお、当第２四半期連結会計期間の研究開発費は5,764百万円であります。 
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第３ 【設備の状況】 

(１) 主要な設備の状況 

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

(２) 設備の新設、除却等の計画 

当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。 
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第４ 【提出会社の状況】 

(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】 

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】 

  

 
  

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 350,000,000 

計 350,000,000 

種類
第２四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成22年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成22年11月10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 137,738,730 137,738,730 

東京証券取引所 
市場第一部 
大阪証券取引所 
市場第一部 

単元株式数は100株であり
ます。 

計 137,738,730 137,738,730 ― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(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22年９月30日 ― 137,738,730 ― 7,938 ― 35,723 

― 9 ―



  

(６) 【大株主の状況】 

 
(注)  上記所有株式数のうち信託業務に係る株式数は以下の通りであります。 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)            3,175,100株 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)              3,158,800株 

資産管理サービス信託銀行株式会社（年金信託口）             1,248,000株 

  

  平成22年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数 

(株)

発行済株式
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

株式会社日立製作所 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 71,037,389 51.57 

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口) 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 4,936,200 3.58 

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口) 

東京都港区浜松町二丁目11番３号 4,519,700 3.28 

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口９) 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 3,634,500 2.63 

日立ハイテクノロジーズ社員持
株会 

東京都港区西新橋一丁目24番14号 2,136,836 1.55 

ニツポンベスト(常任代理人  
㈱三菱東京UFJ銀行) 

P.O.BOX  2992  RIYADH 11169  KINGDOM  OF 
SAUDI ARABIA 
(東京都千代田区丸の内二丁目７番１号) 

1,675,000 1.21 

ハイアツト(常任代理人  
㈱三菱東京UFJ銀行) 

P.O.BOX  2992  RIYADH 11169  KINGDOM  OF 
SAUDI ARABIA 
(東京都千代田区丸の内二丁目７番１号) 

1,656,900 1.20 

メロン バンク エヌエー アズ 
エージェント フォー イッツ ク
ライアント メロン オムニバス 
ユーエス ペンション 
(常任代理人 ㈱みずほコーポレ
ート銀行決済営業部) 

ONE BOSTON PLACE BOSTON, MA 02108 
(東京都中央区月島四丁目16番13号) 1,248,837 0.90 

資産管理サービス信託銀行株式
会社(年金信託口) 

東京都中央区晴海一丁目８番12号
晴海アイランドトリトンスクエア  
オフィスタワーＺ棟 

1,248,000 0.90 

ステート ストリート バンク ア
ンド トラスト カンパニー 
(常任代理人 ㈱みずほコーポレ
ート銀行決済営業部) 

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 
U.S.A 
(東京都中央区月島四丁目16番13号) 

1,244,200 0.90 

計 ― 93,337,562 67.72 
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(７) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成22年９月30日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式200株が含まれております。また、

「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数２個が含まれております。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式50株及び当社所有の自己株式68株が含ま

れております。 

  

② 【自己株式等】 

平成22年９月30日現在 

 
  

【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 東京証券取引所市場第一部における株価によっております。 

  

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありま

せん。 

  

  

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  197,200 

― ―

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

137,438,400 
1,374,384 ―

単元未満株式 普通株式  103,130 ― ―

発行済株式総数 137,738,730 ― ―

総株主の議決権 ― 1,374,384 ―

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 
日立ハイテクノロジーズ 

東京都港区西新橋
一丁目24番14号 197,200 ― 197,200 0.14 

計 ― 197,200 ― 197,200 0.14 

２ 【株価の推移】

月別
平成22年 
４月

 
５月

 
６月

 
７月

 
８月

 
９月

高(円) 2,222 2,032 1,854 1,709 1,707 1,589 

低(円) 2,049 1,611 1,625 1,545 1,346 1,342 

３ 【役員の状況】
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第５ 【経理の状況】 

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、前第２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結

累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、

当第２四半期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間

(平成22年４月１日から平成22年９月30日まで)は、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。 

  

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、前第２四半期連結会計期間(平成21年７月

１日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日

まで)に係る四半期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30

日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年９月30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り四半期レビューを受けております。 

  

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

２  監査証明について
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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)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※1  24,678 ※1  26,123

受取手形及び売掛金 145,921 144,528

有価証券 79 93

商品及び製品 27,896 25,777

仕掛品 39,947 27,906

原材料 3,162 3,482

関係会社預け金 67,375 75,621

その他 26,151 23,737

貸倒引当金 △2,418 △2,484

流動資産合計 332,792 324,783

固定資産   

有形固定資産 ※2  55,738 ※2  55,922

無形固定資産   

のれん ※3  1,254 ※3  268

その他 4,896 4,664

無形固定資産合計 6,150 4,932

投資その他の資産   

その他 ※1  24,749 ※1  26,450

貸倒引当金 △1,031 △1,038

投資その他の資産合計 23,718 25,412

固定資産合計 85,606 86,266

資産合計 418,397 411,049
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※1  109,839 ※1  110,037

未払法人税等 4,727 2,514

製品保証引当金 1,833 1,833

その他 39,167 41,350

流動負債合計 155,567 155,735

固定負債   

退職給付引当金 25,900 25,270

役員退職慰労引当金 248 212

その他 790 433

固定負債合計 26,938 25,916

負債合計 182,505 181,650

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 194,324 185,919

自己株式 △321 △321

株主資本合計 237,686 229,282

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,974 3,671

繰延ヘッジ損益 359 △192

為替換算調整勘定 △5,214 △3,616

評価・換算差額等合計 △1,880 △137

少数株主持分 87 254

純資産合計 235,893 229,399

負債純資産合計 418,397 411,049
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(２)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 281,687 335,257

売上原価 249,219 279,505

売上総利益 32,468 55,752

販売費及び一般管理費 ※1  40,103 ※1  41,989

営業利益又は営業損失（△） △7,634 13,763

営業外収益   

受取利息 202 158

受取配当金 77 58

固定資産売却益 － 186

貸倒引当金戻入額 217 －

為替差益 108 234

雑収入 412 154

営業外収益合計 1,015 790

営業外費用   

支払利息 46 39

固定資産処分損 248 137

雑損失 71 44

営業外費用合計 365 221

経常利益又は経常損失（△） △6,984 14,332

特別利益   

投資有価証券売却益 279 11

特別利益合計 279 11

特別損失   

投資有価証券評価損 － 20

減損損失 － 153

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 303

環境対策費 － ※2  212

事業構造改善費用 ※3  86 －

特別損失合計 86 688

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（△）

△6,792 13,655

法人税、住民税及び事業税 △2,050 4,447

法人税等調整額 556 △609

法人税等合計 △1,494 3,839

少数株主損益調整前四半期純利益 － 9,816

少数株主利益 9 36

四半期純利益又は四半期純損失（△） △5,307 9,780
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【第２四半期連結会計期間】 

(単位：百万円)

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 149,200 176,780

売上原価 132,277 145,124

売上総利益 16,923 31,656

販売費及び一般管理費 ※1  20,758 ※1  22,365

営業利益又は営業損失（△） △3,834 9,291

営業外収益   

受取利息 88 73

受取配当金 3 6

為替差益 50 69

法人税等還付加算金 144 －

雑収入 94 29

営業外収益合計 380 177

営業外費用   

支払利息 23 19

固定資産処分損 217 117

雑損失 51 29

営業外費用合計 291 165

経常利益又は経常損失（△） △3,745 9,303

特別利益   

投資有価証券売却益 19 11

特別利益合計 19 11

特別損失   

投資有価証券評価損 － 20

減損損失 － 153

環境対策費 － ※2  212

特別損失合計 － 385

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（△）

△3,726 8,929

法人税、住民税及び事業税 △956 2,754

法人税等調整額 504 △97

法人税等合計 △452 2,657

少数株主損益調整前四半期純利益 － 6,272

少数株主利益 7 21

四半期純利益又は四半期純損失（△） △3,281 6,251
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30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（△）

△6,792 13,655

減価償却費 4,585 4,127

減損損失 － 153

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 303

のれん償却額 45 166

退職給付引当金の増減額（△は減少） 40 488

その他の引当金の増減額（△は減少） △251 80

受取利息及び受取配当金 △279 △216

支払利息 46 39

売上債権の増減額（△は増加） 19,537 △3,915

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,717 △14,260

仕入債務の増減額（△は減少） △14,119 2,757

その他の資産・負債の増減額 △10,054 △1,401

その他 241 △77

小計 △1,284 1,899

利息及び配当金の受取額 264 219

利息の支払額 △7 △8

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 3,076 △1,870

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,049 240

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 △401

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 2 12

有形及び無形固定資産の取得による支出 △4,642 △2,849

有形及び無形固定資産の売却による収入 127 115

投資有価証券の取得による支出 － △9

投資有価証券の売却による収入 420 23

貸付金の回収による収入 1 0

事業譲受による支出 － ※2  △3,315

その他 ※3  △4,500 ※3  14,800

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,592 8,415

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △2,063 △1,374

その他 △4 △193

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,067 △1,566

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,429 △1,854

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △10,039 5,235

現金及び現金同等物の期首残高 79,628 90,188

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  69,588 ※1  95,423

― 17 ―



【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】 
  

 

【表示方法の変更】 
  

 (自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

１ 会計処理基準に関す

る事項の変更 

(１)資産除去債務に関する会計基準の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準

委員会 平成20年３月31日 企業会計基準第18号)及び「資産除去債務に関する会計基

準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成20年３月31日 企業会計基準適用指針第21

号)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軽微であります。 

  

(２)企業結合に関する会計基準等の適用 

  第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準委員

会 平成20年12月26日 企業会計基準第21号)、「連結財務諸表に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 平成20年12月26日 企業会計基準第22号)、「『研究開発費等

に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準委員会 平成20年12月26日 企業会計基

準第23号)、「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成20年12月26

日 企業会計基準第７号)、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成

20年12月26日公表分 企業会計基準第16号)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」(企業会計基準委員会 平成20年12月26日 企業会計基準

適用指針第10号)を適用しております。 

  

(３)在外連結子会社の収益及び費用の換算方法の変更 

 在外連結子会社の資産・負債及び収益・費用については、従来、決算日の直物為

替相場により、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計上しておりましたが、第１四半期連結会計期間より、収

益及び費用は原則法である期中平均為替相場により円貨に換算する方法に変更して

おります。この変更は、近年の為替相場の急激な変動を契機として、連結会計年度

を通じて発生する収益及び費用の換算において、一時的な為替相場の変動による影

響を排除し、連結会計年度の為替相場の変動を連結財務諸表に適正に反映させ、企

業状況をより実状に即して表示するために行うものであります。 

 これにより、従来の方法によった場合と比べて、当第２四半期連結累計期間の売

上高が3,581百万円、営業利益が99百万円、経常利益が102百万円、税金等調整前四

半期純利益が102百万円それぞれ増加しております。 

 

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日   
至 平成22年９月30日)

(四半期連結損益計算書関係) 

 前第２四半期連結累計期間において営業外収益の「雑収入」に含めて掲記しておりました「固定資産売却益」

は、営業外収益総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記しております。 

 なお、前第２四半期連結累計期間の営業外収益の「雑収入」に含まれる「固定資産売却益」は20百万円であり

ます。  

  

 前第２四半期連結累計期間において区分掲記しておりました「貸倒引当金戻入額」は、営業外収益総額の100

分の20以下となったため、当第２四半期連結累計期間では、営業外収益の「雑収入」に含めて表示しておりま

す。 

 なお、当第２四半期連結累計期間の営業外収益の「雑収入」に含まれる「貸倒引当金戻入額」は47百万円であ

ります。 

  

 「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成20年12月26日 企業会計基準第22号)に基づく財

務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(平成21年３月24日 内閣府令第５号)の適用により、当第２四半期連

結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 
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【簡便な会計処理】 
  

   

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】 
  

   

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日   
至 平成22年９月30日)

(四半期連結損益計算書関係) 

 前第２四半期連結会計期間において区分掲記しておりました「法人税等還付加算金」は、営業外収益総額の

100分の20以下となったため、当第２四半期連結会計期間から、営業外収益の「雑収入」に含めて表示しており

ます。 

 なお、当第２四半期連結会計期間の営業外収益の「雑収入」に含まれる「法人税等還付加算金」は13百万円で

あります。 

  

 「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成20年12月26日 企業会計基準第22号)に基づく財

務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(平成21年３月24日 内閣府令第５号)の適用により、当第２四半期連

結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 

 (自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

１ 一般債権の貸倒見積

高の算定方法 

 当第２四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 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。 

 (自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

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２四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。 

 

― 19 ―



  

【注記事項】 

(四半期連結貸借対照表関係) 
  

 

(四半期連結損益計算書関係) 

第２四半期連結累計期間 
  

 
  

当第２四半期連結会計期間末 
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成22年３月31日)

※１ 担保資産は以下の通りであります。 

 
      上記に対応する債務は以下の通りであります。 

預金(取引保証) 5百万円

投資有価証券(株式)
(取引保証) 

21 〃

買掛金 41百万円

 
 

 

※１ 担保資産は以下の通りであります。 

 
      上記に対応する債務は以下の通りであります。 

 

預金(取引保証) 45百万円

投資有価証券(株式)
(取引保証) 

23 〃

支払手形 36百万円

買掛金 49 〃

※２ 有形固定資産の減価償却累計額は以下の通りで
   あります。 

 

※  債務の保証は以下の通りであります。 

有形固定資産減価償却累計額 79,442百万円

 

従業員(住宅融資分) 757百万円

※２ 有形固定資産の減価償却累計額は以下の通りで
   あります。 

 

※  債務の保証は以下の通りであります。 

有形固定資産減価償却累計額 79,852百万円

 

従業員(住宅融資分) 839百万円

※  手形割引高及び裏書譲渡高は以下の通りであり 
   ます。 

 

輸出手形割引高 54百万円

受取手形裏書譲渡高 66 〃

※  手形割引高及び裏書譲渡高は以下の通りであり 
   ます。 

輸出手形割引高 117百万円

受取手形裏書譲渡高 62 〃

※３ のれん及び負ののれんは、相殺表示しておりま 

   す。相殺前の金額は以下の通りであります。 

 

のれん 1,442百万円

負ののれん 188 〃

差引 1,254 〃

※３ のれん及び負ののれんは、相殺表示しておりま 

   す。相殺前の金額は以下の通りであります。 

のれん 494百万円

負ののれん 225 〃

差引 268 〃

 

(自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日) 

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

※１ 販売費及び一般管理費 

主要な費目及び金額は以下の通りであります。 

 

       ―――――――――――― 

※３ 主として、当社及び連結子会社の早期退職優遇 
措置に伴う割増退職金であります。 

給料手当 10,641百万円

研究開発費 8,370 〃

退職給付費用 1,992 〃

 

 
 
 

※１ 販売費及び一般管理費 

   主要な費目及び金額は以下の通りであります。 

 

※２ 当社ナノテクノロジー製品事業本部那珂事業所 
の建屋建設に伴う汚染土壌の処分費用でありま 
す。 

       ―――――――――――― 

給料手当 10,605百万円

研究開発費 8,994 〃

退職給付費用 2,051 〃
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第２四半期連結会計期間 
  

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
  

 
  

(自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日) 

前第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間

※１ 販売費及び一般管理費 

主要な費目及び金額は以下の通りであります。 

 

       ―――――――――――― 

給料手当 5,369百万円

研究開発費 4,703 〃

退職給付費用 1,028 〃

 

 
 

※１ 販売費及び一般管理費 

   主要な費目及び金額は以下の通りであります。 

               
※２ 当社ナノテクノロジー製品事業本部那珂事業所  

の建屋建設に伴う汚染土壌の処分費用でありま 
す。 

給料手当 5,305百万円

研究開発費 4,959 〃

退職給付費用 1,062 〃

 

(自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日) 

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と 

   四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の 

   金額との関係 

 
      ―――――――――――― 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
※３ その他の内訳は以下の通りであります。      

 現金及び預金 19,558百万円

 
預入れ期間が３ヶ月を 
超える定期預金 

△50 〃

 関係会社預け金 66,878 〃

 
預入れ期間が３ヶ月を 
超える関係会社預け金 

△19,500 〃

 
流動資産のその他に
含まれる預け金 

2,702 〃

 現金及び現金同等物 69,588 〃

   
 

 
 
 

 
預入れ期間が３ヶ月を 
超える関係会社預け金の 
預入による支出 

△19,500百万円

 
預入れ期間が３ヶ月を 
超える関係会社預け金の 
払戻による収入 

15,000 〃

 合計 △4,500 〃

※１  現金及び現金同等物の四半期末残高と 

    四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の  

   金額との関係 

 
※２ 事業の譲受により増加した資産及び負債の主な  

    内訳  

   当社100％子会社である㈱日立ハイテクインスツ 

  ルメンツが、㈱ルネサス東日本セミコンダクタの 

  半導体製造装置事業の一部を吸収分割承継したこ 

  とに伴い増加した資産と負債の内訳及び事業譲受 

  による支出との関係は、以下の通りであります。  

 
※３ その他の内訳は以下の通りであります。      

  

現金及び預金 24,678百万円

預入れ期間が３ヶ月を 
超える定期預金 

△404 〃

関係会社預け金 67,375 〃

預入れ期間が３ヶ月を 
超える関係会社預け金 

△2,200 〃

流動資産のその他に
含まれる預け金 

5,974 〃

現金及び現金同等物 95,423  〃

 
 

 

     流動資産 2,786百万円

     固定資産 1,388 〃

     流動負債 △1,731 〃

   固定負債 △272 〃

  のれん 1,145 〃

     事業譲受による支出 3,315 〃

 

預入れ期間が３ヶ月を 
超える関係会社預け金の 
預入による支出 

△2,200百万円

預入れ期間が３ヶ月を 
超える関係会社預け金の 
払戻による収入 

17,000 〃

 合計 14,800 〃
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(株主資本等関係) 

当第２四半期連結会計期間末(平成22年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 

至 平成22年９月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  
２ 自己株式に関する事項 

 
  
  
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の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、 

 配当の効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの 

 
  
５ 株主資本の著しい変動に関する事項 

該当事項はありません。 

  
(リース取引関係) 

  前連結会計年度末に比べて著しい変動がないため、記載しておりません。 

  
 (金融商品関係) 

  前連結会計年度末に比べて著しい変動がないため、記載しておりません。 

 (有価証券関係) 

  前連結会計年度末に比べて著しい変動がないため、記載しておりません。 

  
(デリバティブ取引関係) 

  前連結会計年度末に比べて著しい変動がないため、記載しておりません。 

  

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 137,738,730 

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 197,268 

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21日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 1,375 10.00 平成22年３月31日 平成22年６月３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10月26日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 1,375 10.00 平成22年９月30日 平成22年11月29日
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(セグメント情報等) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日) 

  

 
  

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

  

 
(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 

  

 

電子 
デバイス 
システム 
(百万円)

ライフ
サイエンス
(百万円)

情報エレク
トロニクス
(百万円)

先端産業
部材 

(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高     

(１) 外部顧客に対する 
 売上高 23,312 23,335 39,777 62,777 149,200 ― 149,200 

(２) セグメント間の内部
 売上高又は振替高 5 4 914 381 1,304 (1,304) ―

計 23,317 23,339 40,691 63,157 150,504 (1,304) 149,200 

営業利益又は 
営業損失(△) 

△7,158 3,760 △745 281 △3,863 28 △3,834

 

電子 
デバイス 
システム 
(百万円)

ライフ
サイエンス
(百万円)

情報エレク
トロニクス
(百万円)

先端産業
部材 

(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高     

(１) 外部顧客に対する 
 売上高 43,332 44,055 74,945 119,355 281,687 ― 281,687 

(２) セグメント間の内部
 売上高又は振替高 5 8 1,635 692 2,339 (2,339) ―

計 43,337 44,063 76,579 120,047 284,027 (2,339) 281,687 

営業利益又は 
営業損失(△) 

△13,125 7,081 △2,166 644 △7,566 (68) △7,634
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【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日) 

  

 
  

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

  

 
(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 

  

 
日本 

(百万円)
北米 

(百万円)
欧州

(百万円)
アジア
(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)

売上高     

(１) 外部顧客に対す 
 る売上高 100,951 14,711 16,270 17,111 157 149,200 ― 149,200 

(２) セグメント間の 
 内部売上高又は 
 振替高 

36,757 706 385 3,605 20 41,474 (41,474) ―

計 137,708 15,417 16,655 20,716 178 190,674 (41,474) 149,200 

営業利益又は 
営業損失(△) 

△3,853 △22 77 401 △8 △3,405 (429) △3,834

 
日本 

(百万円)
北米 

(百万円)
欧州

(百万円)
アジア
(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)

売上高     

(１) 外部顧客に対す 
 る売上高 186,024 33,373 31,449 30,533 308 281,687 ― 281,687 

(２) セグメント間の 
 内部売上高又は 
 振替高 

69,871 1,348 716 7,290 33 79,258 (79,258) ―

計 255,895 34,721 32,165 37,823 341 360,945 (79,258) 281,687 

営業利益又は 
営業損失(△) 

△8,509 162 244 651 △10 △7,462 (172) △7,634
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【海外売上高】 

前第２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日) 

  

 
  

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

  

 
(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 

  

 北米 欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 13,639 18,147 45,725 2,591 80,101 

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 149,200 

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 9.1 12.2 30.7 1.7 53.7 

 北米 欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 31,458 35,501 76,627 5,568 149,155 

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 281,687 

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 11.2 12.6 27.2 2.0 53.0 
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【セグメント情報】 

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、執行役常

務会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているも

のであります。 

当社は、本社に製品・商品及びサービスの特性に応じて区分した営業本部を置き、各営業本部は、

担当事業について内外一体となった総合戦略を立案し、全世界で事業活動を展開しております。 

したがって、当社は、営業本部を基礎とした製品・商品及びサービス別のセグメントから構成され

ており、「電子デバイスシステム」、「ファインテックシステム」、「科学・医用システム」、「産

業・ＩＴシステム」、「先端産業部材」の５つを報告セグメントとしております。 

 各報告セグメントの主な製品・商品及びサービスは以下の通りであります。 

  
電子デバイスシステム 

エッチング装置・測長ＳＥＭ・外観検査装置・ダイボンダ等の半導体製造装置、 

チップマウンタ等の表面実装システムの製造・販売及び据付・保守サービス 他 

ファインテックシステム 

ＦＰＤ関連製造装置、ハードディスク関連製造装置、鉄道関連装置等の 

製造・販売及び据付・保守サービス 他 

科学・医用システム 

質量分析計・分光光度計・クロマトグラフ等の各種分析計測機器、電子顕微鏡等の解析装置、 

バイオ関連機器、医用分析装置の製造・販売及び据付・保守サービス 他 

産業・ＩＴシステム  

リチウムイオン電池等の自動組立システム、ハードディスクドライブ、 

設計・製造ソリューション、ビデオ会議システム、通信用機器の販売、 

計装機器及び関連システムの製造・販売及び据付・保守サービス 他 

先端産業部材 

鉄鋼製品、非鉄金属製品、基板材料、合成樹脂、太陽電池用部材、自動車関連部品、 

発・変電設備、シリコンウェーハ、光通信用部材、光ストレージ部材、半導体等の電子部品、 

石油製品の販売 他 
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２  報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

当第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日) 

 
(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、間接補助事業等を含んでおります。 

  
当第２四半期連結会計期間(自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日) 

 
(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、間接補助事業等を含んでおります。 

  

     (単位：百万円)

  報告セグメント

その他 
(注)

合計 調整額

四半期 
連結損益
計算書 
計上額  

電子 

デバイス 

システム

ファイン 

テック 

システム

科学・医用 

システム

産業・ＩＴ 

システム

先端産業 

部材
計

 売  上  高     

 
  外部顧客への 
 売上高 

47,907 17,438 57,600 55,065 156,884 334,894 363 335,257 ― 335,257 

 
 セグメント間の 
 内部売上高 
 又は振替高 

65 17 500 4,071 1,015 5,667 343 6,010 △6,010 ―

 計 47,972 17,455 58,099 59,136 157,899 340,561 706 341,267 △6,010 335,257 

 
セグメント利益 
又は損失(△) 

5,166 504 6,225 164 1,523 13,582 △122 13,459 872 14,332 

     (単位：百万円)

  報告セグメント

その他 
(注)

合計 調整額

四半期 
連結損益
計算書 
計上額  

電子 

デバイス 

システム

ファイン 

テック 

システム

科学・医用 

システム

産業・ＩＴ 

システム

先端産業 

部材
計

 売  上  高     

 
  外部顧客への 
 売上高 

31,083 10,755 30,363 27,271 77,120 176,592 188 176,780 ― 176,780 

 
 セグメント間の 
 内部売上高 
 又は振替高 

39 3 232 2,239 545 3,057 283 3,340 △3,340 ―

 計 31,122 10,758 30,594 29,510 77,665 179,649 472 180,120 △3,340 176,780 

 
セグメント利益 
又は損失(△) 

4,594 680 3,178 490 421 9,363 △120 9,243 60 9,303 
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３ 報告セグメントの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) 

  
  当第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日) 

 
(注)その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費、 

  営業外収益及び営業外費用であります。 

  

  当第２四半期連結会計期間(自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日) 

 
(注)その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費、 

  営業外収益及び営業外費用であります。 

  

(追加情報) 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準委員会

平成21年３月27日 企業会計基準第17号)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」

(企業会計基準委員会 平成20年３月21日 企業会計基準適用指針第20号)を適用しております。 

  

  (単位：百万円)

 利益 金額

 報告セグメント計 13,582 

 「その他」の区分の損失 △122

 セグメント間取引消去 6 

 配分していない全社ののれんの償却額 △51

 社内借入金に対する利子の戻入額 419 

 その他の調整額(注) 499 

 四半期連結損益計算書の経常利益 14,332 

  (単位：百万円)

 利益 金額

 報告セグメント計 9,363 

 「その他」の区分の損失 △120

 セグメント間取引消去 25 

 配分していない全社ののれんの償却額 △29

 社内借入金に対する利子の戻入額 235 

 その他の調整額(注) △171

 四半期連結損益計算書の経常利益 9,303 
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(１株当たり情報) 

１ １株当たり純資産額 

  

 
  

２  １株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 

  

 
  

 
  

(重要な後発事象) 

    該当事項はありません。 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成22年３月31日)

 １株当たり純資産額             1,714.43円 

 １株当たり純資産額の算定上の基礎 
   
  四半期連結貸借対照表上の      235,893百万円 
  純資産の部の合計額 

  普通株式に係る純資産額        235,806百万円 

   
  差額の主な内訳 

   少数株主持分              87百万円 

  普通株式の発行済株式数        137,739千株 

   普通株式の自己株式数           197千株 

  １株当たり純資産額の算定に     137,541千株 
  用いられた普通株式の数 

 

 

 １株当たり純資産額             1,666.00円 

 １株当たり純資産額の算定上の基礎 
   
  連結貸借対照表上の        229,399百万円 
  純資産の部の合計額 

  普通株式に係る純資産額      229,145百万円 

   
  差額の主な内訳 

   少数株主持分            254百万円 

  普通株式の発行済株式数       137,739千株 

   普通株式の自己株式数          197千株 

  １株当たり純資産額の算定に     137,542千株 
  用いられた普通株式の数 

 

(自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日) 

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

 １株当たり四半期純損失金額        38.58円 １株当たり四半期純利益金額         71.11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。 

 

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、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の算定上の基礎      
  
   四半期連結損益計算書上の           5,307百万円 
   四半期純損失 

   普通株式に係る四半期純損失     5,307百万円 

   普通株式の期中平均株式数      137,544千株 

１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎      
  
   四半期連結損益計算書上の           9,780百万円 
   四半期純利益 

   普通株式に係る四半期純利益     9,780百万円 

   普通株式の期中平均株式数        137,542千株 

(自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日) 

前第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間

 １株当たり四半期純損失金額        23.86円 １株当たり四半期純利益金額         45.45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。 

 

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、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の算定上の基礎      
  
   四半期連結損益計算書上の           3,281百万円 
   四半期純損失 

   普通株式に係る四半期純損失     3,281百万円 

   普通株式の期中平均株式数      137,543千株 

１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎      
  
   四半期連結損益計算書上の           6,251百万円 
   四半期純利益 

   普通株式に係る四半期純利益     6,251百万円 

   普通株式の期中平均株式数       137,542千株 
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(剰余金の配当) 

平成22年10月26日開催の取締役会において、平成22年９月30日現在の株主又は登録株式質権者に対

する剰余金の配当を以下の通り決議しました。 

  

    ①配当金の総額                    1,375百万円 

    ②１株当たり配当額                      10.00円 

    ③効力発生日(配当支払開始日)          平成22年11月29日 

２ 【その他】
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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。 

― 31 ―



  
平成21年11月９日

株式会社日立ハイテクノロジーズ 

執行役社長 大林 秀仁 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

式会社日立ハイテクノロジーズの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期

連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成21年４月１

日から平成21年９月30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

損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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により行われており、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限定された手続により行

われた。 

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、株式会社日立ハイテクノロジーズ及び連結

子会社の平成21年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期

連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況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。 

  

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成21年10月23日開催の執行役常務会において、早期退

職優遇措置の実施を決議している。 

  
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

  

独立監査人の四半期レビュー報告書

 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  辻  幸 一  印 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

   公認会計士  香 山  良  印 

※ 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、その原本は四半期報告書提出

会社が別途保管しております。 

※ 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おりません。 
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平成22年11月９日

株式会社日立ハイテクノロジーズ 

執行役社長 大林 秀仁 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

式会社日立ハイテクノロジーズの平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第２四半期

連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成22年４月１

日から平成22年９月30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

損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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により行われており、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限定された手続により行

われた。 

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、株式会社日立ハイテクノロジーズ及び連結

子会社の平成22年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期

連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況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。 

  
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 

  

独立監査人の四半期レビュー報告書

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  辻  幸 一    印 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士    香 山  良    印 

 ※  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、その原本は四半期報告書提出 

     会社が別途保管しております。 

 ※ 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おりません。 
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【表紙】 

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成22年11月10日 

【会社名】 株式会社日立ハイテクノロジーズ 

【英訳名】 Hitachi High-Technologies Corporation 

【代表者の役職氏名】 代表執行役 執行役社長  大 林 秀 仁 

【最高財務責任者の役職氏名】 執行役常務  飯 塚 茂 

【本店の所在の場所】 東京都港区西新橋一丁目24番14号 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

  (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

 株式会社大阪証券取引所 

  (大阪市中央区北浜一丁目８番16号) 



当社代表執行役執行役社長 大林秀仁及び最高財務責任者 執行役常務 飯塚茂は、当社の第92期第２四

半期(自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づ

き適正に記載されていることを確認しました。 

  

特記すべき事項はありません。 

  

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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