


ハイテク・ソリューション事業における
グローバルトップを目指します
日立ハイテクノロジーズは、あらゆるステークホルダーから「信頼」される企業を目指し、

ハイテク・ソリューションによる「価値創造」を基本とした事業活動を通じ、

社会の進歩発展に貢献します。あわせて、当社は「公正かつ透明」で信頼される経営を行い、

成長し続けていくとともに、「環境との調和」を大切にし、情熱と誇りを持ち、

社会的責任を全うする企業市民として豊かな社会の実現に尽力します。
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株主の皆様へ

株主の皆様には、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
日ごろのご支援とご理解に深く感謝申し上げますとともに、平成22年度（第92期）第

2四半期連結累計期間（自平成22年4月1日 至9月30日）の概況をご報告申し上げます。
当社は、「ハイテク・ソリューション事業におけるグローバルトップを目指す」という企
業ビジョンのもと、最先端技術を駆使して新製品を開発する設計・製造機能と、最適ソ
リューションを提供する商社機能を融合させ、そのシナジー効果をさらに追求する価値
創造型企業として、信頼性の高い製品・サービスを世界中のお客様に提供しています。

平成20年秋の金融危機から深刻な同時不況となった世界経済は、各国で行われた景
気対策が効を奏し、回復基調を持続しました。米国経済はインフラ投資など政府主導の
景気刺激策による需要の押し上げがあり、欧州経済はプラス成長へ転換、中国経済にお
いては内需拡大策の継続などによる高成長が持続し、当社を取り巻く経営環境も、半導
体製造装置市場、液晶製造装置関連市場、新エネルギー分野での活発な設備投資の影
響などにより、前年同期と比較し好転いたしました。
こうした中、当第2四半期連結累計期間における業績は、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、先端産業部材の全セグメン
トにおいて増収を果たし、売上高は335,257百万円、営業利益は13,763百万円、経常
利益は14,332百万円、四半期純利益は9,780百万円となりました。
配当金につきましては、株主各位に対する適正な利益の還元を基本方針としたうえ

で、内部留保とのバランスを考慮し、1株当たり中間配当金を10円00銭とすることとい
たしました。

当社は、企業の社会的責任を強く意識した経営を行い、引き続きステークホルダーの
皆様からの信頼の獲得と、事業活動を通じた社会の進歩、発展への寄与に努めてまいり
ます。今後とも、変わらぬご支援とご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

平成22年11月
代表執行役 執行役社長兼取締役
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Question: 平成22年度第2四半期連結累計期間の業績についてお聞かせください。

Answer: 当第2四半期の業績につきましては、増産投資を中心とした半導体製造装置、フラットパネル

ディスプレイおよびハードディスク関連製造装置市場の急回復などにより、電子デバイスシステムおよびファ

インテックシステムはそれぞれ前年同期比105%、63%の増収となりました。科学・医用システムは半導体・

新エネルギー関連向け解析装置やDNAシーケンサの需要回復などにより前年同期比7%の増収、産業・ITシ

ステムは米国向け携帯電話の現行モデルの需要減をリチウムイオン電池自動組立装置や車載用ハードディス

クなどの売上増によりカバーし前年同期比1%の増収、先端産業部材は素材価格の上昇や自動車関連部材の

需要回復などにより前年同期比14%増収となりました。

　この結果、売上高は前年同期比19%、536億円増加の3,353億円、営業利益は同214億円増加の138億

円、経常利益は同213億円増加の143億円、四半期純利益は同151億円増加の98億円と、前年度の赤字決

算からV字型回復を達成することができました。

自社製品部門・商事部門の融合を図り、 

企業価値の最大化をめざす
執行役社長 大林 秀仁

特集　大林秀仁社長インタビュー
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Question: 平成22年度の市場環境と業績予想についてお聞かせください。

Answer: 電子デバイスシステムでは、半導体製造装置市場においてパソコン需要の減少など先行き不透明

感もありますが、引き続き好調を維持する見込みです。ファインテックシステムでは、大型液晶パネル需給の供

給過剰は緩和されつつあるものの、中国市場での投資計画の遅延が懸念されます。科学・医用システムにおい

ては、分析関連装置への民間投資は依然として厳しい状況ながら、新エネルギー分野などからの旺盛な需要が

期待されます。医用分析装置市場においては、世界的な医療費抑制を背景とした投資抑制や価格競争の激化

が予想されます。また、産業・ITシステム、先端産業部材では、太陽電池などの環境・エネルギー分野での投資

の活発化が見込まれるものの、各国の景気対策効果の一巡などにより、不透明な市場環境が予想されます。

　以上により、平成22年7月27日に発表した業績予想を上方修正し、平成22年度の売上高は前年度比10%、

631億円増加の6,800億円、営業利益は同271億円増加の255億円、経常利益は同265億円増加の260億

円、当期純利益は同198億円増加の170億円を見込んでいます。

Question: 現在の円高の影響について教えてください。

Answer: 当社の売上高の5割以上は海外売上高であり、USドルやユーロなどの外貨価値の下落は、当

社の損益を悪化させるリスクがあります。短期的な対策としては、外貨建取引の為替リスクを回避するため、

成約時に先物為替予約取引により、為替の変動による影響を最小限に止める努力を行っています。

　また現在、当社は、科学・医用システムの一部製品において、中国でのユニットや完成品の生産を行ってい

ますが、中・長期的には為替市場の急激な変動に対応していくよう、より最適な海外生産・調達体制を構築し

ていきます。

Question: 研究開発、設備投資への考え方について教えてください。

Answer: 当社は、自社製品を中心に、製品の競争力の強化と他社に先駆けた新製品やソリューションの

開発、新規事業製品の開発に取り組んでいます。また、要素技術の開発は日立製作所の研究所群とのコラボ

レーションにより推進しており、不況下においても自社製品売上高の10%を目処に研究開発投資を継続して

います。

　また、設備投資においては、那珂事業所（茨城県ひたちなか市）において、設計機能の集約をめざし総合

棟の建設に着工したほか、キャッシュ・フロー経営を推進する「新連結経営情報システム」の構築、全世界での
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自社製品の営業・サービスにおける対顧客活動を一括管理する「グローバルサービス支援システム」の構築

など、激化するグローバルな企業競争に勝ち抜くための IT投資にも力を入れています。

Question: 現在の経営課題について教えてください。

Answer: 世界経済は、平成20年秋の金融危機に端を発する深刻な同時不況からの回復局面にあります。し

かし、社会や市場の構造は大きな転換点を迎えており、事業環境の変化は、従来以上にスピードを増しています。

　このような状況下において、当社は、平成22年度のV字型回復の実現に向けて、市場動向の変化に合わせ

た人員の適正化や総コスト削減を果断に進め、筋肉質な体制を築いてきました。今後も変化する市場環境に

適応する事業構造を作り上げ、成長戦略を加速させるため、「新規事業創生活動の展開」「真のグローバル企

業への変貌」「キャッシュ・フロー経営の強化」「連結経営の推進と商社機能の強化」の4つの「攻めの戦略」を

策定し、着実に実行していきます。

Question: 企業の社会的責任についてどのようにお考えですか。

Answer: 当社の基本理念は「あらゆるステークホルダーから信頼される企業を目指し、事業活動を通じ

て社会の進歩発展に貢献する」です。CSRは重要な経営課題であり、コーポレート・ガバナンスの強化、コン

プライアンスの徹底を通じた健全な企業運営を進めています。

　CSR経営の一環として、持続可能な社会の実現に向けて避けて通ることができない地球環境保全につい

て、当社の強みである「計測し、分析する技術」を生かした製品の展開、環境・エネルギー営業本部を中心とし

た環境関連事業の推進など、低炭素社会の実現に貢献するソリューションの開発をより一層推進する体制を

整えました。当社の社名の中にある「Technology」という言葉に「ecology」が埋め込まれていることを意

識し、私たちは事業活動の中で「Technology」を生かして「ecology」に貢献していきます。

　また、市場の急激な構造変化により、グローバルな取引、人材の交流がますます拡大しています。私はコ

ンプライアンスの本質は、単に法令やルールを守るというだけでなく、その背景にある社会からの要請に対

して、柔軟かつ適切に対応し、社会の信頼に応えていくことであり、すべての事業活動を行う上での前提とな

るものだと考えます。今後も、基本理念に掲げる「あらゆるステークホルダーから信頼される企業」「公正か

つ透明で信頼される経営」を具現化するため、社員一人ひとりが「基本と正道」「損得より善悪」というコンプ

ライアンス意識を念頭に置き、これに基づく行動をとっていきます。

04



Question: 株主への利益還元についてどのようにお考えですか。

Answer: 当社は、財務体質と経営基盤の強化を図りながら、株主各位に対する適正な利益の還元を行う

ことを基本方針としています。具体的には、内部留保とのバランスを考慮しつつ安定的な配当に努めていま

す。平成22年第2四半期連結累計期間については、世界経済の回復に伴い、主要事業が好調に推移したことか

ら、期初の予定通り、1株当たり中間配当金を10円00銭とし、前年同期に比べ、5円00銭の増配といたしまし

た。また、1株当たり期末配当金につきましては10円00銭とし、年間配当金は20円00銭を予定しています。

　なお、内部留保金は、商権の確保・拡大と新事業・新技術の開発推進、並びに高収益体質の確立と経営効率

の向上を図るための投資などに活用し、さらなる事業競争力の強化に取り組んでまいります。

Question: 株主の皆様へメッセージをお願いします。

Answer: 当社は、開発・製造機能を持つ自社製品事業、商事機

能を持つ商社事業という、異なったタイプの事業を持っています。

これら事業は一見かかわり合いがないように見えますが、自社製

品事業においては、商社事業で得た新市場マーケティング情報の

活用、商社事業においては、自社製品事業で得た顧客研究情報の

活用が可能という相互メリットに加え、両事業の組み合わせにより、

産業の川上から川下までのトータルソリューション化が可能という

シナジー効果を発揮できます。当社は、この特有のビジネスモデル

を最大限に生かし、自社製品部門・商事部門の融合を図ることで、

企業価値の最大化をめざしています。

　平成22年は日立製作所の創立100周年、平成23年は当社の創立10周年を迎えます。社員全員がこの記

念すべき年に臨み、日立グループの一員であるというプライドを持ち、グループのさらなる発展に向けて、志

を持って仕事に邁進します。

　株主の皆様をはじめ、すべてのステークホルダーの皆様のご期待にこたえるよう、全力で邁進してまいり

ますので、引き続き、ご支援の程よろしくお願い申し上げます。

05



電子デバイスシステム
エッチング装置・測長SEM・外観検査装置など
の半導体製造装置、電子顕微鏡、液晶関連
製造装置、ハードディスク関連製造装置、鉄道
関連装置

ライフサイエンス
質量分析計・核磁気共鳴装置・分光光度計・ 
クロマトグラフなどの各種分析計測機器、 
バイオ関連機器、医用分析装置

情報エレクトロニクス
計装機器および関連システム、チップマウンタ
などの表面実装システム、自動組立システム、
発・変電設備、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、ハードディスクド
ライブ、半導体などの電子部品、液晶表示装置

先端産業部材
鉄鋼製品、非鉄金属製品、基板材料、合成樹脂、
光通信用部材、光ストレージ部材、シリコン
ウェーハ、自動車関連部品、太陽電池用部材・
関連装置、石油製品

事業概況
［平成22年度 第2四半期連結累計期間］

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・ダイボンダなどの半導
体製造装置、チップマウンタなど
の表面実装システム

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

科学・医用システム
質量分析計・分光光度計・クロマ
トグラフなどの各種分析計測機
器、電子顕微鏡などの解析装置、
バイオ関連機器、医用分析装置

産業・iTシステム
リチウムイオン電池などの自動組
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、
計装機器および関連システム

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、 
半導体などの電子部品、石油製品

平成22年度より会計基準が変更されたことに伴い、従来のセグメント
区分を「マネジメントアプローチ」に基づくセグメントに変更しました。

（旧）

半導体
メディアデバイス

チップマウンタ

解析装置

（新）

測長SEM

ハードディスクドライブ

露光装置

微小デバイス特性評価装置

シリコンウェーハ
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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などにより、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
などの需要拡大を受け、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
での顧客投資再開など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、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47,972百万円、経常利益は5,166百万円、営業利益は5,547

百万円となりました。

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などを受け、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17,455百万円、経常利益は504百万円、営業利益は630百万

円となりました。

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見られ、電子顕微鏡などが好調に推移しました。医用分析装置は、アジア
向けを中心に好調に推移しました。また、DNAシーケンサは、中小型装置の新製品投入効果などにより
増加しました。
以上の結果、当セグメントの売上高は58,099百万円、経常利益は6,225百万円、営業利益は6,088

百万円となりました。

自動組立システムは、電気・ハイブリッド自動車向け二次電池関連の需要拡大などを受け、自動車業
界向けを中心に好調に推移しました。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増加しました。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59,136百万円、経常利益は164百万円、営業利益は398百万

円となりました。

工業材料は、エコカー減税・補助金制度などの効果により、自動車関連部品が大幅に増加しました。
また、エコポイント制度などの効果により、薄型テレビ用の樹脂原料などが増加しました。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。光通信関連部材は、新興国向けの伝送装置需要
拡大を受け、増加しました。
以上の結果、当セグメントの売上高は157,899百万円、経常利益は1,523百万円、営業利益は

1,578百万円となりました。

連結売上高・連結営業利益の推移（百万円）

上軸：連結売上高 （上半期） （下半期） 
下軸：連結営業利益 （上半期） （下半期）

上軸：連結売上高 （上半期） （下半期） 
下軸：連結営業利益 （上半期） （下半期）

上軸：連結売上高 （上半期） （下半期） 
下軸：連結営業利益 （上半期） （下半期）

上軸：連結売上高 （上半期） （下半期） 
下軸：連結営業利益 （上半期） （下半期）

上軸：連結売上高 （上半期） （下半期） 
下軸：連結営業利益 （上半期） （下半期）
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事業のご紹介

 FpD（フラットパネルディスプレイ）関連製造装置

薄型テレビや、パソコン、携帯電話など、あらゆる機器の表示部に使われる大小さまざまなサイズの液

晶パネルは、カラーフィルタ基板とアレイ基板の2枚のガラス基板から作られます。別々に加工されたこ

れらを貼り合わせ、最終製品のサイズに合わせて切り分けて電子部品を実装し、パネルとして完成させ

ます。半導体製造プロセスと似ているため、半導体製造装置メーカーの多くが液晶製造装置も手掛けて

いますが、当社は、基板を製造する前工程、基板を貼り合わせてパネルに組み立てる後工程の双方で事

業を展開しています。

半導体デバイスの製造においては、回路の微細化によ

り、1枚のシリコンウェーハからとれるデバイスを増やし、

高機能化、コストダウンを行っています。一方、パネルの

生産においては、ガラス基板を大きくすることにより、

大画面化やより多くのパネルを切り出すなどの生産性向

上を図ってきました。その結果、30年前の液晶ディスプ

レイ普及初期に比べ、ガラス基板の大きさは面積ベース

で実に70倍以上となっています。

なお、薄型パネルの大型化に伴い、より薄型化が可能で、低消費電力である有機ELが注目されており、

当社も製造装置を鋭意開発しています。

ファインテックシステムは、主に液晶パネルの製造装置とハードディスクの製造装置
の2つの事業で構成されています。FpD・HD 

関連製造装置
（ファインテックシステム）

【液晶パネルの製造プロセス】

アレイ製造工程 カラーフィルター（BM） 
製造工程

セル製造工程

モジュール製造工程
大型ガラス基板露光装置 
【カラーフィルター（BM・RGB）製造工程】

モジュール組立装置 
【モジュール製造工程】

カラーフィルター（RGB） 
製造工程

当社はアレイ製造工程・セル製造工程向
けなどにも、検査装置、洗浄装置、搬送
装置などの製造や販売を行っています。

1988年
（第1世代）

300mm×
400mm

2009年
（第10世代）

2,850mm×
3,050mm70倍以上
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 HD（ハードディスク）関連製造装置

ハードディスクとは、ハードディスクドライブ（HDD）の中の記憶媒体（メ

ディア）のディスクをさします。身近なところではパソコンやビデオ録画

装置に内蔵されているデータ保存用メディアとして、またはそれらの周

辺機器として外付け用HDDも普及しており、最近ではテレビに内蔵され

ているタイプが販売されています。

HDDの容量は年々増大の一途をたどり、現在の2.5インチハードディ

スクでは、新聞760年分の要領のデータを保存することが可能となって

います。限られたサイズのディスクにより多くのデータを格納するためには、いかにデータを書き込む

スペースを狭くできるか、それに合わせてデータ読み書き用のヘッドを精密に加工できるかがテーマに

なります。

また、数年後には現行の記録方式が記録密度の限界に達することが予想され、新技術によるブレーク

スルーが求められています。当社は、こうした市場動向に合わせて、ハードディスク関連製造装置トップ

メーカーとして、さらなる高密度化を実現する製造装置の開発を進め、より高性能な電子機器の発展に

貢献していきます。

当社では、株主の皆様向けに、報告書・株主通信において、「事業のご紹介」を掲載しています。

【ハードディスクドライブの製造工程】

サブストレート（基板） 
製造工程

ディスク製造工程

ドライブ製造工程

スライダーを搭載したヘッド

ディスク

ハードディスクドライブ

ディスクテストシステム 
【ディスク製造工程】

ヘッド製造工程

当社は各工程向けに、エッチング装置
や洗浄装置、検査装置などの製造・販
売などを行っています。
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四半期連結貸借対照表

 

科 目
当第 2四半期 
連結会計期間末

（平成22年9月30日現在）

前連結会計年度末
（平成22年3月31日現在）

資産の部

流動資産 332,792 324,783

現金及び預金 24,678 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

固定資産 85,606 86,266

有形固定資産 55,738 55,922

無形固定資産 6,150 4,932

のれん 1,254 268

その他 4,896 4,664

投資その他の資産 23,718 25,412

その他 24,749 26,450

貸倒引当金 △1,031 △1,038

資産合計 418,397 411,049

（単位：百万円）

科 目
当第 2四半期 
連結会計期間末

（平成22年9月30日現在）

前連結会計年度末
（平成22年3月31日現在）

負債の部
流動負債 155,567 155,735

支払手形及び買掛金 109,839 110,037

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

固定負債 26,938 25,916

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

負債合計 182,505 181,650

純資産の部
株主資本 237,686 229,282

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

評価・換算差額等 △1,880 △137

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

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

財務諸表の記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しています。
自己資本比率： 平成 22年度第 2四半期 56.4% 平成 21年度 55.7%

財務諸表に係る注記などにつきましては、四半期報告書をご参照ください。
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（単位：百万円）

科 目

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

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

売上高 335,257 281,687
売上原価 279,505 249,219
売上総利益 55,752 32,468
販売費及び一般管理費 41,989 40,103
営業利益又は営業損失（△） 13,763 △7,634
営業外収益 790 1,015
　受取利息 158 202
　受取配当金 58 77
　固定資産売却益 186 20
　為替差益 234 108
　雑収入 154 608
営業外費用 221 365
　支払利息 39 46
　固定資産処分損 137 248
　雑損失 44 71
経常利益又は経常損失（△） 14,332 △6,984
特別利益 11 279
　投資有価証券売却益 11 279
特別損失 688 86
　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 212 －
　事業構造改善費用 － 86
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（△） 13,655 △6,792

法人税、住民税及び事業税 4,447 △2,050
法人税等調整額 △609 556
法人税等合計 3,839 △1,494
少数株主損益調整前四半期純利益 9,816 －
少数株主利益 36 9
四半期純利益又は四半期純損失（△） 9,780 △5,307

四半期連結損益計算書 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

科 目

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

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

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（△） 13,655 △6,792

減価償却費 4,127 4,585
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 166 45
退職給付引当金の増減額（△は減少） 488 40
その他の引当金の増減額（△は減少） 80 △251
受取利息及び受取配当金 △216 △279
支払利息 39 46
売上債権の増減額（△は増加） △3,915 19,537
たな卸資産の増減額（△は増加） △14,260 5,717
仕入債務の増減額（△は減少） 2,757 △14,119
その他の資産・負債の増減額 △1,401 △10,054
その他 △77 241
小計 1,899 △1,284
利息及び配当金の受取額 219 264
利息の支払額 △8 △7
法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,870 3,076
営業活動によるキャッシュ・フロー 240 2,049
定期預金の預入による支出 △401 △40
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 12 2
有形及び無形固定資産の取得による支出 △2,849 △4,642
有形及び無形固定資産の売却による収入 115 127
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 23 420
貸付金の回収による収入 0 1
事業譲受による支出 △3,315 －
その他 14,800 △4,500
投資活動によるキャッシュ・フロー 8,415 △8,592
配当金の支払額 △1,374 △2,063
その他 △193 △4
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,566 △2,067
現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,854 △1,429
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,235 △10,039
現金及び現金同等物の期首残高 90,188 79,628
現金及び現金同等物の四半期末残高 95,423 69,588

（ ）（ ） （ ）（ ）
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トピックス

TOpic_1 　 大林秀仁執行役社長が「2010 iEEE Ernst Weber Engineering Leadership 
Recognition」を受賞

平成22年6月、大林執行役社長が、IEEE（米国電気電子学会）（*）から、「2010 

IEEE Ernst Weber Engineering Leadership Recognition」を受賞しました。
本賞は電気工学の分野においてリーダー的な役割を果たした個人に贈られるもの
で、日本人で初めての受賞者となりました。
大林社長は、微細化が進んだ半導体デバイスの回路パターンの寸法を正確に測定
するために、従来の光学式顕微鏡に替わり走査型電子顕微鏡（SEM）を応用するこ
とを提案、昭和50年代に世界初の測長SEMを開発しました。
今回、走査型電子顕微鏡分野、特に大規模集積回路（LSI）の開発・製造に不可欠な
測長SEMの研究開発における「お客様と共に、そして、お客様より一歩先に」を信条
としたリーダーシップが評価され、本賞を受賞することになりました。

（*）  Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.（米国電気電子学会）： 
世界160ヵ国以上に39万5千人以上もの会員を有する世界最大の技術国際学会。

TOpic_2 　日立ハイテク・クーガーズ　Wリーグ開幕

今シーズンWリーグに復帰した日立ハイテク女子バスケットボール部・クーガーズは、
新人選手3名と移籍選手2名を加え、若返りを図った新体制で、春先からWリーグ戦
に向けて戦術強化・チームワーク強化に取り組んでいます。
平成22年10月9日、愛知県名古屋市東スポーツセンターにて行われたアイシン・
エィ・ダブリュ ウィングス戦で平成22年度のWリーグが開幕しました。
チーム一丸となって最終戦まで全力で戦ってまいりますので、ぜひご声援をよろ

しくお願いします。

表彰状を授与される 
大林執行役社長 
（平成22年6月26日）

受賞記念広告

  日立ハイテク・クーガーズ公式WEBサイト 
http：//www.hitachi-hitec.com/cougars/
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ネットワーク（平成22年9月30日現在）

会社の概要（平成22年9月30日現在）

 商　　　号 株式会社日立ハイテクノロジーズ

 本社所在地 東京都港区西新橋一丁目24番14号

 設立年月日 昭和22年4月12日

 資　本　金 7,938,480,525円

 従　業　員 連結　10,149名 
 単独　 4,372名

 役　　　員

［国内営業所］
本社 東京都港区
西日本支社 大阪府大阪市
・関西支店 大阪府大阪市
・中国支店 広島県広島市
・九州支店 福岡県福岡市

関東支社 東京都港区
・茨城支店 茨城県日立市
・筑波支店 茨城県土浦市

中部支店 愛知県名古屋市

東北支店 宮城県仙台市

北海道支店 北海道札幌市

［工場］
那珂事業所 茨城県ひたちなか市
笠戸事業所 山口県下松市
ファインテック製品事業本部 湘南地区 
 神奈川県足柄上郡中井町
ファインテック製品事業本部 埼玉地区 
 埼玉県児玉郡上里町

【執行役】 
代表執行役 
執行役社長 大林　秀仁

代表執行役 
執行役副社長 久田　眞佐男

代表執行役 
執行役専務 中野　和助

代表執行役 
執行役専務 宮内　真澄

執行役専務 増山　正穂

【取締役】 
取締役会長 
社外取締役 﨑山　忠道

取　締　役 大林　秀仁
取　締　役 久田　眞佐男
取　締　役 中野　和助
取　締　役 金内　　寛
社外取締役 内田　晴康
社外取締役 北山　隆一

執行役常務 飯塚　　茂
執行役常務 水野　克美
執行役常務 風巻　成典
執行役常務 松坂　　尚
執行役常務 田地　新一

執　行　役 西田　守宏
執　行　役 光用　　豊
執　行　役 加藤　重和 
執　行　役 梶本　敏夫
執　行　役 長尾　英則
執　行　役 諫早　公二
執　行　役 浮穴　邦彦
執　行　役 杉山　秀司

［国内グループ会社（販売5社、製造・サービス5社）］
主要な子会社
㈱日立ハイテクトレーディング  東京都港区
㈱日立ハイテクマテリアルズ  東京都港区
㈱日立ハイテクフィールディング  東京都新宿区
㈱日立ハイテクコントロールシステムズ  茨城県水戸市
㈱日立ハイテクマニファクチャ&サービス  茨城県ひたちなか市

［海外グループ会社（米州地域3社、欧州地域3社、アジア地域10社）］
主要な子会社
日立ハイテクノロジーズアメリカ会社  アメリカ合衆国
日立ハイテクノロジーズヨーロッパ会社  ドイツ連邦共和国
日立ハイテクノロジーズシンガポール会社  シンガポール共和国
日立ハイテクノロジーズ香港会社  中華人民共和国

 当社グループの主要な営業所および工場
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 発行済株式総数 137,738,730株

 株主数 8,784名

 株式分布状況

株式の状況（平成22年9月30日現在）

 株価と株式売買高の推移

平成21年
10月

平成22年
1月11月 12月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

（千株）（円）
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20,000

30,000

40,000
 株価（左目盛り）
 株式売買高（右目盛り）

所有者別株式分布状況（株主数）

 政府・地方公共団体 1名 0.0%
 金融機関 48名 0.5%
 証券会社 40名 0.5%
 国内法人・その他 144名 1.7%
 外国人 327名 3.7%
 個人 8,224名 93.6%

8,784名
100.0％

 大株主

 株主名 持株数 持株比率

株式会社日立製作所 71,037,389株 51.57%

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 
（信託口） 4,936,200株 3.58%

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 
（信託口） 4,519,700株 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） 3,634,500株 2.63%

日立ハイテクノロジーズ社員持株会 2,136,836株 1.55%

ニッポンベスト 1,675,000株 1.21%

ハイアット 1,656,900株 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 

1,248,837株 0.90%

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 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 1,244,200株 0.90%

所有者別株式分布状況（持株数）

 政府・地方公共団体 1,000株 0.0%
 金融機関 20,711,543株 15.0%
 証券会社 588,493株 0.4%
 国内法人・その他 72,750,052株 52.9%
 外国人 32,842,542株 23.8%
 個人 10,845,100株 7.9%

137,738,730株
100.0％
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 事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで

 定時株主総会 毎年6月

 上場証券取引所 東京・大阪証券取引所 （市場第一部）

  剰余金の配当の 毎年3月末日および9月末日 
受領株主確定日

 株主名簿管理人 東京証券代行株式会社

 同上事務取扱場所 〒100-0004 
 東京都千代田区大手町二丁目6番2号 
 （日本ビル4階）

［郵便物送付先・連絡先］ 〒168-8522 
 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 
 東京証券代行株式会社 事務センター

 お問合せ先 7 0120-49-7009

 事務取次所 中央三井信託銀行株式会社本店及び 
 全国各支店

株主メモ

ご案内

当社ＷEBサイト「株主・投資家向け情報」では、株主の皆様に最新情報をお届けしております。あわせてご覧
ください。

http://www.hitachi-hitec.com/ir/index.html

メールマガジンの配信をご希望の方は 
こちらからお申込みいただけます。

住所変更・単元未満株式の買取・買増等のお申出先について
　お取引口座のある証券会社にお申し出ください。
ただし、特別口座に記録された株式に係る各種手続につきま
しては、特別口座の口座管理機関である東京証券代行株式
会社にお申し出ください。
未支払配当金のお支払いについて
　株主名簿管理人である東京証券代行株式会社にお申し出
ください。
「配当金計算書」について
　配当金を銀行等口座振込（株式数比例配分方式を除きま
す。）または配当金領収証にてお受取りの場合、お支払の際
ご送付している「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定
に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際
は、その添付資料としてご使用いただくことができます。なお、
株式数比例配分方式をご選択されている株主様におかれま
しては、お取引口座のある証券会社にご確認ください。

click!
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「ベジタブルインキ」で印刷しています。


