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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 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、 

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90期

第２四半期連結
累計期間

第90期
第２四半期連結

会計期間
第89期

会計期間

自 平成20年
  ４月１日 
至 平成20年 
  ９月30日

自 平成20年
  ７月１日 
至 平成20年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成20年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 423,361 240,440 943,124

経常利益 (百万円) 13,908 11,317 48,705

四半期(当期)純利益 (百万円) 7,564 7,762 26,932

純資産額 (百万円) ― 239,825 235,104

総資産額 (百万円) ― 481,323 504,873

１株当たり純資産額 (円) ― 1,741.90 1,707.69

１株当たり 
四半期(当期)純利益 

(円) 54.99 56.43 195.80

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期(当期)純利益 

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) ― 49.8 46.5

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 316 ― 30,743

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △1,953 ― △6,393

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △7,501 ― △3,685

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高 

(百万円) ― 68,668 77,853

従業員数 (人) ― 10,658 10,477
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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。 

 また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

当第２四半期連結会計期間において、関係会社の異動はありません。 

  

(1) 連結会社の状況 

平成20年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は〔 〕内に当第２四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載

しております。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成20年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は〔 〕内に当第２四半期会計期間の平均人員を外数で記載して

おります。 

  

  

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) 10,658〔1,576〕

従業員数(人) 4,677〔 1,046〕

─ 3 ─



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事業の種類別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】

事業の種類別 
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 31,763 52.0

ライフサイエンス 22,357 36.6

情報エレクトロニクス 6,991 11.4

先端産業部材 ― ―

合計 61,111 100.0

事業の種類別 
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 61,229 25.5

ライフサイエンス 24,343 10.1

情報エレクトロニクス 61,616 25.6

先端産業部材 93,252 38.8

合計 240,440 100.0

相手先

当第２四半期連結会計期間

金額(百万円) 割合(％)

㈱日立製作所 15,525 6.5
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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及び経営成績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20年７月～平成20年９月)の経営成績は、売上高240,440百万円、営

業利益10,627百万円、経常利益11,317百万円、四半期純利益7,762百万円となりました。 

  

  会計方針(収益認識基準)の変更について 

第１四半期連結会計期間より、半導体製造装置、液晶関連製造装置等、出荷後に据付作業を要する

製品の収益認識基準を出荷基準から据付完了基準に変更しております。 

 この変更は、微細加工技術の進展による半導体製造装置の高性能化・液晶関連製造装置の大型化等

により出荷から据付完了にいたる期間が長期となる自社製品の収益に占める割合が増加してきたこ

と、また、システム構築等により据付作業の完了に関するデータの把握が可能となったことから、収

益の実態をより適切に決算に反映させるために行うものであります。 

 なお、当第２四半期連結会計期間における従来基準との比較は以下の通りであります。 

  

会計方針(収益認識基準)変更による影響額   

 
  

２ 【経営上の重要な契約等】

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

(単位:百万円) 

事業の種類別セグメントの名称 科目 変更前(A) 変更後(B) 影響額(B-A）

電子デバイスシステム 
売上高 52,336 61,229 8,893 

営業利益 2,891 3,152 260 

ライフサイエンス 
売上高 24,259 24,343 84 

営業利益 5,353 5,368 15 

情報エレクトロニクス 
売上高 60,906 61,616 710 

営業利益 978 1,278 300 

先端産業部材 
売上高 93,252 93,252 ― 

営業利益 827 827 ― 

消去又は全社 
売上高 ― ― ― 

営業利益 1 1 ― 

合計 
売上高 230,752 240,440 9,688 

営業利益 10,052 10,627 575 
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事業の種類別セグメント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、主力製品の測長SEMがアジア地区を中心としたメモリー、ロジックメーカーの

設備投資延期等により、大幅に減少しました。またエッチング装置も、厳しい市場環境の影響を受

け、国内・海外とも減少しました。 

液晶関連製造装置は、中国・台湾向け露光装置が増加しましたが、搬送装置が大幅に減少したた

め、全体で減少しました。 

なお、当セグメントでは、会計方針(収益認識基準)の変更にともない、売上高8,893百万円、営業

利益260百万円が増加しました。 

以上の結果、当セグメントの売上高は61,229百万円、営業利益は3,152百万円となりました。 
  

ライフサイエンス 

医用分析装置は、欧州向けの生化学・免疫分析システム、検体前処理システムの販売が引き続き好

調に推移しました。 

バイオ関連機器については、顧客の投資抑制傾向の強まり等により、DNAシーケンサ・液体クロマ

トグラフは横這いとなりました。 

なお、当セグメントでは、会計方針(収益認識基準)の変更にともない、売上高84百万円、営業利益

15百万円が増加しました。 

以上の結果、当セグメントの売上高は24,343百万円、営業利益は5,368百万円となりました。 

  
情報エレクトロニクス 

チップマウンタは、大手EMSの投資の見直し・凍結により市場環境が悪化したため、減少しまし

た。 

情報通信関連では、米国向け携帯電話が大幅に増加しました。 

アジア市場では携帯電話用のバッテリーは堅調に推移しましたが、半導体は減少しました。 

なお、当セグメントでは、会計方針(収益認識基準)の変更にともない、売上高710百万円、営業利

益300百万円が増加しました。 

以上の結果、当セグメントの売上高は61,616百万円、営業利益は1,278百万円となりました。 
  

先端産業部材 

シリコンウェーハは、半導体需要の低迷により減少しましたが、液晶関連部材はテレビ・携帯電話

用が大幅に増加しました。 

工業材料は、プリンタ関連部材が大幅に減少しましたが、素材価格の上昇に加え、太陽電池部材が

増加したため、堅調に推移しました。 

以上の結果、当セグメントの売上高は93,252百万円、営業利益は827百万円となりました。 

  

なお、当第２四半期連結会計期間の業績を所在地別セグメントに分類すると、以下の通りでありま

す。 

① 日  本 …… 会計方針(収益認識基準)の変更にともない、従来基準と比較して売上高9,668百万

円、営業利益309百万円が増加し、売上高は171,863百万円、営業利益は10,014百

万円となりました。 

② 北  米 …… 会計方針(収益認識基準)の変更にともない、従来基準と比較して売上高451百万円

が減少した一方、営業利益215百万円が増加し、売上高は29,380百万円、営業利益

は344百万円となりました。 

③ 欧 州 …… 会計方針(収益認識基準)の変更にともない、従来基準と比較して売上高388百万

円、営業利益24百万円が増加し、売上高は17,752百万円、営業利益は397百万円と

なりました。 

④ アジア …… 会計方針(収益認識基準)の変更にともない、従来基準と比較して売上高82百万

円、営業利益27百万円が増加し、売上高は21,331百万円、営業利益は378百万円と

なりました。 

⑤ その他 ……  売上高は114百万円、営業利益は４百万円となりました。 
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また、当第２四半期連結会計期間の海外売上高は、会計方針(収益認識基準)の変更にともない、従来

基準と比較して3,726百万円増加し、115,271百万円となりました。これにより、当第２四半期連結会計

期間の連結売上高に占める割合は47.9％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68,668百万円となり、第１四半期連結会

計期間末より24,426百万円増加いたしました。これは主に営業活動によるキャッシュ・フローの収入

28,216百万円と投資活動によるキャッシュ・フローの支出2,587百万円によるものであり、詳細は以下

の通りとなります。 

  

(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・フローの収入28,216百万円の主な

要因は、税金等調整前四半期純利益11,813百万円、減価償却費1,907百万円、たな卸資産の減少額

3,151百万円及び仕入債務の増加額3,393百万円がそれぞれキャッシュ・フローのプラスとなったため

です。 

  

(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・フローの支出2,587百万円の主な要

因は、製造機能強化に向けた建物などの有形・無形固定資産の取得による支出4,154百万円がキャッシ

ュ・フローのマイナスとなった一方、海外子会社での土地、建物売却などの有形・無形固定資産の売

却による収入1,554百万円がキャッシュ・フローのプラスとなったためです。 

  

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等

を行い、連結ベースでの営業キャッシュ・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・プーリングも積極的に活用することで、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。 
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(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 

当社グループ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し、技術進歩の著しい

エレクトロニクス分野やライフサイエンス分野において㈱日立製作所の研究所群や大学等の外部提携先

と連携を密にし、市場やお客様のニーズに応じた新製品の迅速な開発により、最適なソリューションを

提供することを目標にしております。また、先端技術開発力と商社機能を併せ持つ当社グループならで

はの事業活動を通じて、ソリューションを提供しております。 

なお、当第２四半期連結会計期間の研究開発費は5,951百万円であります。 

  

電子デバイスシステム 

前年の半導体生産能力伸長の反動、設備投資をけん引するDRAMとNAND型フラッシュ・メモリーの価

格低迷、また、世界経済の不透明さを理由に投資を延期や大幅削減する企業が増えました。そのた

め、当第２四半期の半導体製造装置の受注額は低水準となりました。一方、ベルギーIMECやアメリカ

Albany NanoTechによるEUVリソグラフィ技術の実用化に向けた研究開発の進展や、IBM Corp.の22nm

プロセスによるSRAMセルの発表など最先端のプロセス開発は着実に進行しています。 

当社の測長SEM CG4000と設計データ応用計測システムDesignGaugeは、IMECにおける最先端プロセ

ス開発の標準計測装置として次世代リソグラフィープロセス、新材料に対応したアプリケーション技

術の開発に活用されています。また、IBM Corp.と㈱日立製作所の共同研究に当社も参加し、研究活

動を進めています。DesignGaugeはVer４を新規に市場投入し、マスク用測長SEMとのデータ連携でマ

スクとウェハ間の高度なパターン計測評価を実現しています。 

レビューSEM RS-5000シリーズは高性能が評価され、徐々にシェアを拡大しています。暗視野検査

装置は、大手半導体メーカの量産ラインや材料・装置メーカへの新規採用が進みました。需要顧客も

拡大基調にあります。また、次世代半導体をターゲットとした高感度、高スループット、プロセス対

応力強化の開発・評価も推進しています。 

微細化が進む半導体デバイスや、最先端ナノテクノロジー材料の極表面構造の観察、導電性に乏し

い材料の観察では、低加速電圧による高分解能観察が必要となってきています。当社では、世界最高

分解能（0.4nm（30kV））を誇る「S-5500形」で好評のUpper反射電子検出器をさらに進化させたTop

検出器を標準搭載した電界放出形走査電子顕微鏡（SEM）「SU8000形」を開発し、８月１日より発売

しました。このTop検出器は、試料最表面の組成コントラストや回折コントラストを取得でき、さら

に100Vといった極低加速電圧での試料極表面の情報を可視化します。 

当セグメントに係わる研究開発費は3,790百万円であります。 

  

ライフサイエンス 

バイオ分析関連では、前年に発売した超高速液体クロマトグラフLaChromUltraを高速分析ニーズの

高い製薬分野に拡販していくため、同分野のネットワーク構築に多く採用されているクロマトグラフ

ィック・データ・ソフトウエアであるWaters Corp.のEmpower™２に接続するインタフェース・ソフ

トウエアを開発し、８月の分析機器展で発表しました。今後、製薬分野のネットワーク環境で使用さ

れているEmpower™２への対応を機にLaChromUltraの同分野への拡販を加速していく計画でありま

す。 
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また、医用関連では、糖尿病などの生活習慣病の増加により、４月より40歳以上を対象に、特定健

康診査(通称、メタボリック健診)が実施されることとなり、数項目の血液検査が義務付けられまし

た。しかしその中には、あらかじめ血液を前処理しなければならない項目もあります。そこで当社で

は、この前処理を自動的に行なう事のできる生化学自動分析装置の開発を進めています。この開発に

より、臨床検査技師の作業負担の低減、臨床医や健診受診者への迅速な結果報告が期待されます。 

当セグメントに係わる研究開発費は1,603百万円であります。 

  

情報エレクトロニクス 

計装システムでは、３件の新規開発製品を発売しました。 

食品原料への異物混入検知装置を正式に発売しました。多くの有望顧客から採用検討のためのサン

プル品テストの依頼を受け、鋭意対応中です。 

無線のセンサーネットワーク技術は、製造現場の環境モニタリングシステムとして製品化し、発売

しました。医薬品製造分野を中心に拡販活動をしております。 

㈱日立産機システム製のPLC（Programable Logic Controller）と汎用PCをハードウェアに採用

し、DCSのソフトウェアを搭載した、小型計装システムを発売しました。小規模の監視、制御用途

や、ユーザや特約店によるシステム取り纏めを主眼とする製品です。 

当セグメントに係わる研究開発費は558百万円であります。 
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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、Hitachi High Technologies America,Inc.の営業所を売却いた

しました。詳細につきましては、(2) 設備の新設、除却等の計画、② 重要な設備の売却等に記載して

おります。 

  

(2) 設備の新設、除却等の計画 

  

① 重要な設備の新設等 

平成20年９月30日現在 

 
(注)  上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

② 重要な設備の売却等 

第1四半期連結会計期間末において計画中であった、重要な設備につきまして平成20年7月に 

売却いたしました。 

 
  

  

会社名
事業所名 

(所在地)

事業の種類別

セグメントの

名称

設備の内容

投資予定額

資金調達方法 着手年月 完了予定
総額 

(百万円)

既計上額 

(百万円)

㈱日立ハイテクノロジ

ーズ 

那珂事業所(茨城

県ひたちなか市) 

電子デバイ

スシステム 

ライフサイ

エンス 

建屋改修 
8,097 1,470 

自己資金 
平成19年 

４月
平成25年

会社名
事業所名 

(所在地)

事業の種類別

セグメントの

名称

設備の内容

帳簿価格（百万円）

合計

従業

員数

(人)
建物及び

構築物

機械装置 

及び運搬具

工具器具

備品

土地 

（面積㎡）
その他

Hitachi High  

Technologies  

America,Inc. 

営業所 

(アメリカ合衆国 

カリフォルニア

州) 

電子デバイス

システム 

ライフサイエ

ンス 

情報エレクト

ロニクス 

事務所・ 

デモセンタ 
232 - -

501 

(19,212)
- 733 37 
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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) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【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20年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成20年11月７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 

―

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20年９月30日 ― 137,738,730 ― 7,938 ― 35,723
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(5) 【大株主の状況】 

  平成20年９月30日現在 

 
(注)１ 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は以下の通りであります。 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)              5,922,400株 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）                      4,482,500株 

野村信託銀行株式会社（投信口）                                          1,887,300株 

資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口）                      1,186,900株 
    

２ 当第２四半期会計期間において、バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社及び共同保有者から、

平成20年８月15日付で、金融商品取引法に基づく大量保有報告書の変更報告書の提出があり、平成20年８月11

日現在で5,623,300株を保有している旨の報告を受けましたが、当社として当第２四半期会計期間末現在におけ

る保有株式数の確認ができませんでしたので、上記表には含めておりません。 

なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は以下の通りであります。 
    

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 70,807,382 51.41

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 7,126,700 5.17

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 5,880,900 4.27

日本トラスティ・サービス 
信託銀行株式会社（信託口４Ｇ） 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 4,094,900 2.97

野村信託銀行株式会社（投信口） 東京都千代田区大手町二丁目２番２号 1,887,300 1.37

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 1,853,036 1.35

ザ チェース マンハッタン バンク 
エヌエイ ロンドン エス エル 
オムニバス アカウント 
（常任代理人 ㈱みずほコーポレート銀
行兜町証券決済業務室） 

WOOLGATE HOUSE,COLEMAN STREET LONDON 
EC２P ２HD, ENGLAND 
（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 

1,677,806 1.22

ハイアット（常任代理人 
株式会社三菱東京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 
決済事業部内） 

1,350,000 0.98

資産管理サービス信託銀行株式会社
（証券投資信託口） 

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 

1,186,900 0.86

マサ ジャパニーズ エクイティ 
（常任代理人  
株式会社三菱東京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 
決済事業部内） 

1,162,000 0.84

計 ― 97,026,924 70.44

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(％)

バークレイズ・グローバル・ 
インベスターズ株式会社 

東京都渋谷区広尾１丁目１番39号 2,324,300 1.69

バークレイズ・グローバル・ 
インベスターズ、エヌ・エイ
(Barclays Global Investors, 
N.A.) 

米国 カリフォルニア州
サンフランシスコ市 
ハワード・ストリート400 

2,692,770 1.95

バークレイズ・グローバル・ 
インベスターズ・リミテッド
(Barclays Global Investors 
Ltd) 

英国 ロンドン市
ロイヤル・ミント・コート１ 

606,230 0.44
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３ 当第２四半期会計期間において、野村證券株式会社及び共同保有者から、平成20年９月18日付で、金融商品取

引法に基づく大量保有報告書の変更報告書の提出があり、平成20年９月15日現在で8,510,400株を保有している

旨の報告を受けましたが、当社として当第２四半期会計期間末現在における保有株式数の確認ができませんで

したので、上記表には含めておりません。 

なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は以下の通りであります。 
  

 
  

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(％)

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 171,900 0.12

野村アセットマネジメント 
株式会社 

東京都中央区日本橋一丁目12番１号 8,338,500 6.05
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(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成20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3,300株及び名義人以外から株券喪失

登録のある株式100株が含まれております。 なお、「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33個及び名義人以外から株券喪失登録のある株式に係る議決権の数１個が含まれておりま

せん。 

２  「単元未満株式」の欄の普通株式には、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44株が

含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成20年９月30日現在 

 
  

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(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  192,000 

― ―

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

137,434,800 
1,374,314 ―

単元未満株式 
普通株式 

111,930 
― ―

発行済株式総数 137,738,730 ― ―

総株主の議決権 ― 1,374,314 ―

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 

192,000 0 192,000 0.14

計 ― 192,000 0 192,000 0.14

２ 【株価の推移】

月別
平成20年 
４月 ５月

 
６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 2,100 2,400 2,715 2,495 2,235 2,285

最低(円) 1,650 2,060 2,315 2,060 1,930 1,900

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、四半期連結財務諸表は、「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20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後

の四半期連結財務諸表規則を適用しております。 

  

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、当第２四半期連結会計期間(平成20年７月

１日から平成20年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日

まで)の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20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※１  27,721 ※１  25,819

受取手形及び売掛金 215,111 247,409

有価証券 107 1,129

商品及び製品 32,511 29,539

原材料 3,181 4,650

仕掛品 46,213 32,880

関係会社預け金 38,233 45,957

その他 29,696 27,630

貸倒引当金 △3,123 △3,378

流動資産合計 389,649 411,637

固定資産   

有形固定資産 ※２  59,404 ※２  58,692

無形固定資産   

のれん ※３  325 ※３  292

その他 3,850 3,554

無形固定資産合計 4,175 3,847

投資その他の資産   

その他 ※１  29,109 ※１  31,763

貸倒引当金 △1,015 △1,065

投資その他の資産合計 28,094 30,698

固定資産合計 91,673 93,236

資産合計 481,323 504,873
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 149,388 178,134

未払法人税等 6,790 8,918

製品保証引当金 1,979 2,154

その他 56,375 53,607

流動負債合計 214,533 242,813

固定負債   

退職給付引当金 25,991 25,796

役員退職慰労引当金 220 885

その他 753 275

固定負債合計 26,965 26,956

負債合計 241,498 269,769

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 194,049 188,892

自己株式 △313 △306

株主資本合計 237,419 232,269

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,548 4,365

繰延ヘッジ損益 173 156

為替換算調整勘定 △1,548 △1,897

評価・換算差額等合計 2,173 2,624

少数株主持分 233 211

純資産合計 239,825 235,104

負債純資産合計 481,323 504,873
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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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 423,361

売上原価 364,918

売上総利益 58,443

販売費及び一般管理費 ※1  45,885

営業利益 12,557

営業外収益  

受取利息 369

受取配当金 483

為替差益 387

雑収入 482

営業外収益合計 1,722

営業外費用  

支払利息 66

固定資産処分損 142

事業撤退損 ※2  80

雑損失 85

営業外費用合計 371

経常利益 13,908

特別利益  

固定資産売却益 767

特別利益合計 767

特別損失  

投資有価証券売却損 298

投資有価証券評価損 272

特別損失合計 570

税金等調整前四半期純利益 14,105

法人税、住民税及び事業税 7,467

法人税等調整額 △959

少数株主利益 33

四半期純利益 7,564
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 240,440

売上原価 206,181

売上総利益 34,259

販売費及び一般管理費 ※1  23,633

営業利益 10,627

営業外収益  

受取利息 198

受取配当金 373

為替差益 375

雑収入 5

営業外収益合計 951

営業外費用  

支払利息 35

固定資産処分損 110

事業撤退損 ※2  80

雑損失 35

営業外費用合計 260

経常利益 11,317

特別利益  

固定資産売却益 767

特別利益合計 767

特別損失  

投資有価証券評価損 272

特別損失合計 272

税金等調整前四半期純利益 11,813

法人税、住民税及び事業税 4,060

法人税等調整額 △10

少数株主利益 1

四半期純利益 7,762
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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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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 14,105

減価償却費 4,293

のれん償却額 △33

退職給付引当金の増減額（△は減少） 255

その他の引当金の増減額（△は減少） △1,183

受取利息及び受取配当金 △853

支払利息 66

売上債権の増減額（△は増加） 32,098

たな卸資産の増減額（△は増加） △16,409

仕入債務の増減額（△は減少） △28,537

その他の資産・負債の増減額 4,714

その他 48

小計 8,564

利息及び配当金の受取額 851

利息の支払額 △23

法人税等の支払額 △9,076

営業活動によるキャッシュ・フロー 316

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

定期預金の払戻による収入 40

有価証券の売却による収入 1,022

有形及び無形固定資産の取得による支出 △6,457

有形及び無形固定資産の売却による収入 1,682

投資有価証券の売却による収入 1,800

貸付金の回収による収入 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,953

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △2,407

その他 ※２  △5,094

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,501

現金及び現金同等物に係る換算差額 △47

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9,185

現金及び現金同等物の期首残高 77,853

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１  68,668
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【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】 

  

 
  

(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

１ 連結の範囲に関する

事項の変更 

(1) 連結の範囲の変更 

 前連結会計年度まで連結子会社であった亞太日立計測器服務股份有限公司は、

平成18年４月１日付で連結子会社である日立先端科技股份有限公司とHitachi 

High-Technologies(Singapore) Pte.Ltd.に営業譲渡を行い、平成20年４月１日付

で清算が完了したことにより、第１四半期連結会計期間より連結の範囲から除外

しております。 

(2) 変更後の連結子会社の数 

 29社 

 

２ 持分法の適用に関す

る事項の変更 

持分法適用の関連会社 

① 持分法適用の関連会社の変更 

 前連結会計年度まで持分法適用の関連会社であった日立遠東有限公司は、平

成20年４月１日付で全保有株式を売却したため、第１四半期連結会計期間より

持分法の適用の範囲から除外しております。 

② 変更後の持分法適用関連会社の数 

 ―社 

 

３ 会計処理基準に関す

る事項の変更 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

（たな卸資産） 

 第１四半期連結会計期間より、「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）が適用されたことに伴

い、たな卸資産の評価方法を以下の通りに変更しております。 

 これにより、前連結会計年度において営業外費用に計上しておりました、「た

な卸資産評価損」と「たな卸資産処分損」は売上原価に含めて計上しておりま

す。 

 なお、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。 

（前連結会計年度） 

 商品           ：主として移動平均法による原価法        

 製品・半製品・原材料   ：主として移動平均法による低価法 

 仕掛品          ：主として個別法による低価法 

（第１四半期連結会計期間以降） 

 商品・製品・半製品・原材料：主として移動平均法による原価法（貸借対 

               照表価額については収益性の低下に基づく 

               簿価切下げの方法） 

 仕掛品          ：主として個別法による原価法（貸借対照表 

               価額については収益性の低下に基づく簿価 

               切下げの方法） 

 

 

(2) 「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 

 第１四半期連結会計期間より、「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。 
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(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

(3) リース取引に関する会計基準の適用 

 当社及び国内連結子会社は、所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、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、「リ

ース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改

正 平成19年３月30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１月18日 最終改正 平成19年３月

30日 企業会計基準適用指針第16号）が平成20年４月１日以後開始する連結会計

年度に係る四半期連結財務諸表から適用することが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からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引

に係る会計処理によっております。 

 また、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、残存価額を零とする定額法を採用

しております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース

取引については、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。 

 これによる当四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 

  

(4) 収益の計上基準の変更 

 第１四半期連結会計期間より、半導体製造装置、液晶関連製造装置等、出荷後

に据付作業を要する製品の収益認識基準を出荷基準から据付完了基準に変更して

おります。 

 この変更は、微細加工技術の進展による半導体製造装置の高性能化・液晶関連

製造装置の大型化等により出荷から据付完了にいたる期間が長期となる自社製品

の収益に占める割合が増加してきたこと、また、システム構築等により据付作業

の完了に関するデータの把握が可能となったことから、収益の実態をより適切に

決算に反映させ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

売上高は23,722百万円、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、

それぞれ5,004百万円減少しております。 

 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。 
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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】 

  

 
  

(自 平成20年４月１日 
至 平成20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 固定資産の減価償却

費の算定方法 

 固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間

償却予定額を期間按分して算定しております。 

 なお、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の

額を期間按分して算出する方法によっております。 

３ 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るので、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。 

(自 平成20年４月１日 
至 平成20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。 
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【追加情報】 

  

 
  

(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、機械装置の耐用年数に

ついて平成20年度の法人税法の改正を契機として、資

産の利用状況の見直しを行った結果、第１四半期連結

会計期間より、一部の資産について耐用年数を変更し

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。 

 

（役員退職慰労引当金） 

 当社は、前連結会計年度まで役員の退職慰労金の支

出に備えるため、役員退職慰労金規則に基づく要支給

額を計上しておりましたが、平成20年１月25日開催の

報酬委員会において、平成20年４月１日付で役員退職

慰労金制度を廃止するとともに、平成20年４月24日開

催の報酬委員会において、確定した役員退職慰労金の

支給相当額を決議いたしました。なお、廃止までの在

任期間に応じた役員退職慰労金相当額については、各

役員の退任時に支給することとしたため、固定負債

「その他」に計上しております。 

 

（売上原価、販売費及び一般管理費の計上区分の変

更） 

 当社及び一部の連結子会社は、前連結会計年度まで

自社製品に係る荷造運賃について販売費及び一般管理

費に計上しておりましたが、第１四半期連結会計期間

より、収益との関係をより明確化するため、売上原価

に含めて計上することといたしました。 

 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総利益は1,366百万円減

少しておりますが、営業利益以下の損益に与える影響

はありません。 
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【注記事項】 

(四半期連結貸借対照表関係) 
  

 
  

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成20年３月31日)

※１ 担保資産は以下の通りであります。 

預金(取引保証) 50百万円

投資有価証券(株式)
(取引保証) 

23 〃

※１ 担保資産は以下の通りであります。 

預金(取引保証) 50百万円

投資有価証券(株式)
(取引保証) 

32 〃

※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  73,733百万円

従業員(住宅融資分) 1,125百万円

※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 72,281百万円

従業員(住宅融資分) 1,246百万円

※   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 180百万円

受取手形裏書譲渡高 96 〃

※  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 191百万円

受取手形裏書譲渡高 97 〃

※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 741百万円

負ののれん 416 〃

差引 325 〃

※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 823百万円

負ののれん 531 〃

差引 292 〃
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(四半期連結損益計算書関係) 

  

 
  

 
  

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
  

(自 平成20年４月１日 
至 平成20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。 

 ※２ 事業撤退損の内容は薬物動態分析事業の収束に伴
うものであります。 

給料手当 11,725百万円

研究開発費 9,257 〃

退職給付費用 1,433 〃

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日  
  至 平成20年９月30日)

※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 事業撤退損の内容は薬物動態分析事業の収束に伴
うものであります。 

給料手当 6,110百万円

研究開発費 5,160 〃

退職給付費用 598 〃

(自 平成20年４月１日 
至 平成20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 

 
※２ その他の内訳は以下の通りであります。 

      現金及び預金 27,721百万円

      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 38,233 〃

      流動資産のその他に
      含まれる預け金 

2,764 〃

      現金及び現金同等物 68,668 〃

      少数株主からの株式買取 
      による支出 

△5,075百万円

      その他 △19 〃
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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20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間(自平成20年４月１日

至平成20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。 

  

(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) 192,044

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20年５月26日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 2,407 17.50 平成20年３月31日 平成20年５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20年10月23日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 2,063 15.00 平成20年９月30日 平成20年11月28日
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第２四半期連結会計期間(自平成20年７月１日 至平成20年９月30日) 

  

 
  

当第２四半期連結累計期間(自平成20年４月１日 至平成20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、 

遠心機等の各種分析計測機器 他 

(3) 情報エレクトロニクス 

計装機器および関連システム、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 

３ 会計処理の方法の変更 

 （収益の計上基準の変更） 

  「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載の通り、第１四半期連結会計期

間より、出荷後に据付作業を要する製品の収益認識基準を出荷基準から据付完了基準に変更しております。

 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（営業利益）は、電

子デバイスシステムで22,901百万円（4,892百万円）、ライフサイエンスで29百万円（8百万円）、情報エレ

クトロニクスで792百万円（104百万円）がそれぞれ減少しております。 

  

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 

61,229 24,343 61,616 93,252 240,440 ― 240,440

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

38 41 21 452 552 (552) ―

計 61,267 24,385 61,637 93,704 240,992 (552) 240,440

営業利益 3,152 5,368 1,278 827 10,625 1 10,627

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 

86,259 49,148 105,926 182,028 423,361 ― 423,361

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

40 87 40 832 999 (999) ―

計 86,299 49,235 105,966 182,860 424,360 (999) 423,361

営業利益又は 
営業損失（△） 

△414  11,028 289 1,627 12,530 28 12,557
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【所在地別セグメント情報】 

当第２四半期連結会計期間(自平成20年７月１日 至平成20年９月30日) 

  

 
  

当第２四半期連結累計期間(自平成20年４月１日 至平成20年９月30日) 

  

 
(注) １ 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 

２ 会計処理の方法の変更 

 （収益の計上基準の変更） 

  「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載の通り、第１四半期連結会計期

間より、出荷後に据付作業を要する製品の収益認識基準を出荷基準から据付完了基準に変更しております。

 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（営業利益）は、日

本で18,648百万円（4,383百万円）、北米で4,708百万円（449百万円）、欧州で26百万円（18百万円）、ア

ジアで340百万円（154百万円）がそれぞれ減少しております。 

  

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 

171,863 29,380 17,752 21,331 114 240,440 ― 240,440

(2) セグメント間の 
内部売上高又は 
振替高 

53,948 763 281 6,279 23 61,294 (61,294) ―

計 225,811 30,143 18,033 27,610 137 301,734 (61,294) 240,440

営業利益 10,014 344 397 378 4 11,136 (510) 10,627

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 

299,767 42,102 39,854 41,422 216 423,361 ― 423,361

(2) セグメント間の 
内部売上高又は 
振替高 

89,553 1,604 672 12,339 51 104,220 (104,220) ―

計 389,320 43,706 40,526 53,761 267 527,581 (104,220) 423,361

営業利益 11,283 310 572 863 19 13,047 (489) 12,557
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【海外売上高】 

当第２四半期連結会計期間(自平成20年７月１日 至平成20年９月30日) 

  

 
  

当第２四半期連結累計期間(自平成20年４月１日 至平成20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 

３ 会計処理の方法の変更 

 （収益の計上基準の変更） 

  「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載の通り、第１四半期連結会計 

期間より、出荷後に据付作業を要する製品の収益認識基準を出荷基準から据付完了基準に変更しておりま

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海外売上高は、北米で

2,696百万円、欧州で30百万円、アジアで9,787百万円、その他で2,063百万円がそれぞれ減少しておりま

す。 

  

北米 欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 27,324 20,136 62,758 5,053 115,271

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 240,440

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

11.3% 8.4% 26.1% 2.1% 47.9%

北米 欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 38,981 44,479 109,745 7,459 200,664

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 423,361

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

9.2% 10.5% 25.9% 1.8% 47.4%
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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及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 

  

 
  

 
  

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成20年３月31日)

 １株当たり純資産額             1,741.90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     239,825百万円 
  純資産の部の合計額 

  普通株式に係る純資産額      239,592百万円 

   
  差額の主な内訳 

   少数株主持分            233百万円 

  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          192千株 

  １株当たり純資産額の算定に     137,547千株 
  用いられた普通株式の数 

 
 １株当たり純資産額             1,707.69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        235,104百万円 
  純資産の部の合計額 

  普通株式に係る純資産額      234,893百万円 

   
  差額の主な内訳 

   少数株主持分            211百万円 

  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          189千株 

  １株当たり純資産額の算定に     137,550千株 
  用いられた普通株式の数 

(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

 １株当たり四半期純利益          54.99円

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につい
 ては、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ  
 ん。 
  
 １株当たり四半期純利益の算定上の基礎       
  
   四半期連結損益計算書上の           7,564百万円 
   四半期純利益 

   普通株式に係る四半期純利益     7,564百万円 

   普通株式の期中平均株式数      137,549千株 

(自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間

 １株当たり四半期純利益          56.43円

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につい
 ては、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ  
 ん。 
  
 １株当たり四半期純利益の算定上の基礎       
  
   四半期連結損益計算書上の           7,762百万円 
   四半期純利益 

   普通株式に係る四半期純利益     7,762百万円 

   普通株式の期中平均株式数      137,548千株 
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(重要な後発事象) 

  

 
  

（剰余金の配当）  

平成20年10月23日開催の取締役会において、平成20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いたしました。 

  

    ①配当金の総額               2,063百万円 

    ②１株当たり配当額             15.00円 

    ③効力発生日（配当支払開始日）        平成20年11月28日 

(自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

前連結会計年度

  

  

                   

  

――――――――――――

 

 

 

 

 

 

 当社は、平成20年２月22日開催の取締役会において当

社所有の持分法適用関連会社である日立遠東有限公司の

株式全てを㈱日立製作所に譲渡することを決議しまし

た。同社株式の譲渡により、日立遠東有限公司は当社の

持分法適用関連会社の対象外となります。 

(1) 当該事象の発生年月日 

  株式譲渡日        ：平成20年４月１日 

  株式譲渡代金受渡日：平成20年４月25日 

(2) 当該事象の内容 

 ① 株式の譲渡理由 

 当社の日立遠東有限公司への出資については、同

社の業容の変化によって、その意義が失われてきて

おり、今般、当社としての投資効率の向上と日立遠

東有限公司の経営責任明確化の観点から、当社の所

有する同社株式全てを㈱日立製作所に譲渡すること

としました。 

 ② 譲渡する持分法適用関連会社の概要 
  

 

 
 ③ 株式の譲渡先 

     ㈱日立製作所 

 ④ 譲渡前の所有株式数 

     60,000株(所有割合30％) 

 ⑤ 譲渡株式数 

     60,000株 

 ⑥ 譲渡価額 

     18,000千米ドル 

 ⑦ 譲渡損 

     298百万円 

 ⑧ 譲渡後の所有株式数 

     ０株(所有割合０％) 

商号 ：日立遠東有限公司 
 

主な事業の

内容 

  

：

  

 

情報通信システム、電子デバイ

ス、電力・産業システム等の販

売・サービス及び資材調達 

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。 
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平成20年11月６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20年４月１日から平成21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20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成20年４月１

日から平成20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20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 

四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されているとおり、会社は第１四

半期連結会計期間より出荷後に据付作業を要する製品の収益認識基準を出荷基準から据付完了基準に変更し

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。 



 
  

【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20年11月７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90期第２四

半期（自平成20年７月１日 至平成20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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