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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94期 

第３四半期 
連結累計期間

第95期 
第３四半期 
連結累計期間

第94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) 430,721 436,695 575,468 

経常利益 (百万円) 16,886 14,043 20,098 

四半期(当期)純利益 (百万円) 11,400 8,444 12,166 

四半期包括利益 
又は包括利益 

(百万円) 13,866 16,833 16,967 

純資産額 (百万円) 264,126 260,646 267,189 

総資産額 (百万円) 415,271 470,448 433,639 

１株当たり 
四半期(当期)純利益金額 

(円) 82.88 61.39 88.45 

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 (％) 63.5 55.3 61.5 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △2,222 8,398 10,974 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △483 △11,116 △4,424 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △2,757 △4,004 △8,013 

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高 

(百万円) 117,494 120,851 123,485 
 

回次
第94期 

第３四半期 
連結会計期間

第95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 

(円) 2.11 35.30 
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当第３四半期連結累計期間において、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、平成25年４月１日付で当社はファインテックシステムの全事業を連結子会社である㈱日立ハイテ

クエンジニアリングサービスに譲渡し、同日付で㈱日立ハイテクエンジニアリングサービスは商号を㈱日

立ハイテクファインシステムズに変更しました。 

  また、平成25年10月１日付で連結子会社である㈱日立ハイテクコントロールシステムズ(以下、ＨＣＳ)

の全機能及び当社の一部機能を、会社分割・合併により、他の連結子会社に移管しました。 

(１)会社分割 

 ①当社及びＨＣＳにおける分析装置事業の設計及び国内販売機能を㈱日立ハイテクサイエンスに承継 

 ②ＨＣＳにおける計装事業の設計・製造機能を㈱日立ハイテクソリューションズに承継 

(２)合併 

  ＨＣＳを㈱日立ハイテクマニファクチャ＆サービスに吸収合併し、国内製造受託機能を集約 

  

２ 【事業の内容】
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第２ 【事業の状況】 

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。 

  

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の決定又は締結等はありません。 

  

(１) 業績の状況 

当第３四半期連結累計期間の経営成績は、売上高436,695百万円(前年同四半期連結累計期間比1.4％

増)、営業利益13,553百万円(前年同四半期連結累計期間比15.7％減)、経常利益14,043百万円(前年同四

半期連結累計期間比16.8％減)、四半期純利益8,444百万円(前年同四半期連結累計期間比25.9％減)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 

エッチング装置は、アジア市場における大手ファウンドリの投資が堅調であったため、増加となり

ました。測長ＳＥＭは、アジア市場における先端ロジック投資や、メモリー投資の回復等により、受

注は好調であるものの、大手半導体メーカーの設備投資が前年同四半期連結累計期間に活発に行われ

た影響により、減少しました。チップマウンタは、主要顧客における設備投資の抑制等による影響を

受け、大幅に減少しました。ダイボンダは、モバイル関連機器向けの投資が一巡したため、減少しま

した。 

 以上の結果、当セグメントの売上高は76,931百万円(前年同四半期連結累計期間比5.6％減)、経常

利益は10,289百万円(前年同四半期連結累計期間比8.4％減)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、アジア市場における有機ＥＬ・テレビ用液晶パネル製造設備投資の先送り

が継続しており、低調に推移しました。ハードディスク関連製造装置は、スマートフォンやタブレッ

ト端末等のモバイル関連機器の市場成長によるパソコン需要の低迷等の影響を受け、減少しました。

 以上の結果、当セグメントの売上高は5,647百万円(前年同四半期連結累計期間比40.8％減)、経常

損失は5,285百万円(前年同四半期連結累計期間は4,286百万円の経常損失)となりました。 

  

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】
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科学・医用システム 

分析装置は、平成25年１月１日付で㈱日立ハイテクサイエンスが当社グループに加わったことによ

り増加しました。電子顕微鏡は、日本の補正予算関連の引合は堅調なものの、民間需要が依然低迷し

ていること等により、ほぼ横ばいとなりました。医用分析装置は、一部に回復の兆しがみられるもの

の、南欧市場の需要低迷により、ほぼ横ばいとなりました。 

 以上の結果、当セグメントの売上高は99,530百万円(前年同四半期連結累計期間比5.7％増)、経常

利益は9,622百万円(前年同四半期連結累計期間比0.8％増)となりました。 

  
産業・ＩＴシステム 

自動組立システムは、電気自動車市場の立ち上がりが想定より遅く、リチウムイオンバッテリー組

立装置への投資が低迷したこと等により、大幅に減少しました。ハードディスクドライブは、市場競

争激化および競合製品への移行等により減少しました。通信用機器は、米国市場向け携帯電話が、新

モデル投入等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61,190百万円(前年同四半期連結累計期間比15.1％減)、経常

損失は1,222百万円(前年同四半期連結累計期間は328百万円の経常利益)となりました。 

  
先端産業部材 

自動車・輸送機器関連部材は、景気回復等により、日本、米国および中国市場向けを中心に増加し

ました。エレクトロニクス関連部材は、次世代通信網構築用部材が堅調に推移しました。工業関連部

材は、主要顧客における新興国での新工場立ち上げ等により、民生用の空調機器製造設備・部材が大

幅に増加しました。 

 以上の結果、当セグメントの売上高は197,866百万円(前年同四半期連結累計期間比11.1％増)、経

常利益は1,811百万円(前年同四半期連結累計期間比282.2％増)となりました。 
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(２) キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より2,633百

万円減少し、120,851百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況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) 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間に比べ税金等調整前四半期純利

益が減少したことに加え、売上債権、たな卸資産、仕入債務の運転資金増減による支出が増加しまし

たが、一方で前受金等のその他の資産・負債の増減額が収入に転じたこと、法人税等の支払額が減少

したこと等により、10,620百万円増加し、8,398百万円の収入となりました。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間に比べ有形及び無形固定資産の

取得による支出が増加したこと、その他の資産運用による収入が減少したこと等により、10,633百万

円支出が増加し、11,116百万円の支出となりました。 

  

 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、前年同四半期連結累計期間に比べ13百万円支出が増加し、2,718百万

円の支出となりました。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済があったこと等により、前年同四半期連

結累計期間に比べ1,247百万円支出が増加し、4,004百万円の支出となりました。 

  

  当社グループ財務政策として、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つつ、財務基盤の強化

を行ってまいります。 

  

(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(当社及び当社の連結子会社及び持分法適用会社)

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３四半期連結累計期間の研究開発費は14,790百万円であります。 

  なお、当第３四半期連結累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。 
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第３ 【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】 

  

  

(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。 

  

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 

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25年12月31日 ― 137,738,730 ― 7,938 ― 35,723 
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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 

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、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」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11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 

  

該当事項はありません。 

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          203,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式       137,444,500 1,374,445 ―

単元未満株式 普通株式            91,230 ― ―

発行済株式総数 137,738,730 ― ―

総株主の議決権 ― 1,374,445 ―
 

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 

203,000 ― 203,000 0.14 

計 ― 203,000 ― 203,000 0.14 
 

２ 【役員の状況】
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第４ 【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、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。 

また、当該四半期連結財務諸表に含まれる比較情報については、同附則第５条第２項により、改正前の

四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

 なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第３項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成

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、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。 

  

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)

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 21,088 24,236

受取手形及び売掛金 ※1  110,722 ※1  111,429

有価証券 85 1,006

商品及び製品 31,400 38,709

仕掛品 34,661 48,220

原材料 4,189 4,188

関係会社預け金 97,041 85,630

その他 32,039 36,703

貸倒引当金 △602 △456

流動資産合計 330,623 349,663

固定資産   

有形固定資産 66,331 75,879

無形固定資産   

のれん 4,744 4,242

その他 9,212 8,786

無形固定資産合計 13,956 13,029

投資その他の資産   

その他 23,053 32,196

貸倒引当金 △324 △319

投資その他の資産合計 22,729 31,877

固定資産合計 103,016 120,785

資産合計 433,639 470,448
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※1  84,426 ※1  92,916

短期借入金 1,650 450

未払法人税等 3,572 3,414

製品保証引当金 2,431 2,569

その他 45,186 51,634

流動負債合計 137,265 150,983

固定負債   

退職給付引当金 26,535 －

役員退職慰労引当金 232 202

退職給付に係る負債 － 56,759

その他 2,418 1,857

固定負債合計 29,185 58,819

負債合計 166,450 209,802

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 220,474 223,814

自己株式 △327 △333

株主資本合計 263,830 267,164

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 5,094 6,992

繰延ヘッジ損益 △1,007 △964

為替換算調整勘定 △1,119 3,320

退職給付に係る調整累計額 － △16,550

その他の包括利益累計額合計 2,968 △7,202

少数株主持分 392 683

純資産合計 267,189 260,646

負債純資産合計 433,639 470,448
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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 430,721 436,695

売上原価 351,843 355,528

売上総利益 78,878 81,167

販売費及び一般管理費 62,792 67,614

営業利益 16,086 13,553

営業外収益   

受取利息 383 293

受取配当金 149 162

雑収入 643 624

営業外収益合計 1,175 1,080

営業外費用   

支払利息 44 42

持分法による投資損失 － 48

固定資産処分損 174 370

雑損失 155 131

営業外費用合計 374 590

経常利益 16,886 14,043

特別利益   

投資有価証券売却益 21 －

特別利益合計 21 －

特別損失   

事業構造改善費用 ※1  151 ※1  421

投資有価証券評価損 4 81

減損損失 60 9

特別損失合計 214 510

税金等調整前四半期純利益 16,693 13,533

法人税等 5,176 4,824

少数株主損益調整前四半期純利益 11,517 8,709

少数株主利益 117 265

四半期純利益 11,400 8,444
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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利益 11,517 8,709

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 785 1,898

繰延ヘッジ損益 △259 44

為替換算調整勘定 1,824 4,531

退職給付に係る調整額 － 1,652

その他の包括利益合計 2,350 8,124

四半期包括利益 13,866 16,833

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 13,737 16,541

少数株主に係る四半期包括利益 129 292
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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) 

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 16,693 13,533

減価償却費 5,613 6,815

減損損失 60 9

のれん償却額 239 501

退職給付引当金の増減額（△は減少） 891 －

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － 2,207

その他の引当金の増減額（△は減少） △872 △239

受取利息及び受取配当金 △532 △456

支払利息 44 42

持分法による投資損益（△は益） － 48

売上債権の増減額（△は増加） 23,654 3,488

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,771 △19,795

仕入債務の増減額（△は減少） △26,690 3,501

その他の資産・負債の増減額 △5,921 2,302

その他 202 476

小計 8,611 12,432

利息及び配当金の受取額 529 474

利息の支払額 △15 △27

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △11,347 △4,480

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,222 8,398

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 － △0

定期預金の払戻による収入 － 26

有価証券の売却及び償還による収入 500 87

有形及び無形固定資産の取得による支出 △8,979 △14,418

有形及び無形固定資産の売却による収入 181 60

投資有価証券の取得による支出 △100 △50

投資有価証券の売却及び償還による収入 1,041 15

会員権の取得による支出 △11 －

会員権の売却による収入 1 3

貸付けによる支出 △33 △137

貸付金の回収による収入 33 －

その他 ※2  6,884 ※2  3,300

投資活動によるキャッシュ・フロー △483 △11,116

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 － △1,200

配当金の支払額 △2,750 △2,752

その他 △7 △53

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,757 △4,004

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,357 4,088

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,104 △2,633

現金及び現金同等物の期首残高 121,598 123,485

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  117,494 ※1  120,851
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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) 

(会計方針の変更等) 

  

(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) 

  

(追加情報) 

  

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)

(連結の範囲の重要な変更) 

 前連結会計年度まで連結子会社であった㈱日立ハイテクコントロールシステムズは、平成25年10月１日付で、連

結子会社である㈱日立ハイテクサイエンス、㈱日立ハイテクソリューションズを承継会社とする会社分割、及び㈱

日立ハイテクマニファクチャ＆サービスを存続会社とする合併を行ったため、当第３四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。 
 

 

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

(会計方針の変更) 

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

企業会計基準適用指針第25号)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18,267百万円減少し、利益剰余金が

2,353百万円減少しております。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。 
 

 
(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

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」として繰り延べて

おります。 

２ 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。 
 

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

(連結納税制度の適用) 

 第１四半期連結会計期間より、当社及び当社の一部の連結子会社において、連結納税制度を適用しておりま

す。 
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(四半期連結貸借対照表関係) 

※１   当第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、当第３四半期連結会計期間末日は

金融機関の休日でありましたが、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、当該金額は以下の通りであります。 

  

２   債務の保証は以下の通りであります。 

  
３   手形割引高及び裏書譲渡高は以下の通りであります。 

  

(四半期連結損益計算書関係) 

※１    事業構造改善費用 

  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) 

  事業構造改善費用は、当社及び連結子会社の事業構造改革の実行により発生した、事業拠点統合に

伴う移転費用等であります。 

  

        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) 

事業構造改善費用は、連結子会社の事業構造改革の実行により発生した、割増退職金等でありま

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 1,278百万円 871百万円 

支払手形 10 〃 123 〃
 

 
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(住宅融資) 327百万円 268百万円 
日立儀器(蘇州)有限公司 
(事務所賃借料) 

11 〃  ― 〃 

合計 337 〃 268 〃 
 

 
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)

輸出手形割引高 125百万円 52百万円 

受取手形裏書譲渡高 51 〃 122 〃 
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

※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

は、以下の通りであります。 

  

※２   その他の内訳は以下の通りであります。   

  

  

 (自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日) 

前第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) 

当第３四半期連結累計期間

現金及び預金 23,440百万円 24,236百万円 

預入れ期間が３ヶ月を超える 
定期預金 

― 〃 △0 〃 

関係会社預け金 97,184 〃 85,630 〃 

預入れ期間が３ヶ月を超える 
関係会社預け金 

△12,100 〃 △4,700 〃 

流動資産のその他に含まれる預け金 8,971 〃 15,686 〃 

現金及び現金同等物 117,494  〃 120,851 〃 
 

 (自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日) 

前第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) 

当第３四半期連結累計期間

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 

△18,100百万円 △4,700百万円 

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 

25,000 〃 8,000 〃 

その他  △16 〃  ― 〃 

合計 6,884 〃 3,300 〃 
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(株主資本等関係) 

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 

  

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。 

  

３  株主資本の著しい変動 

 株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。 

  
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 

  

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。 

  

３  株主資本の著しい変動 

 株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。 

  

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24日 
取締役会 

普通株式 1,375 10.00 平成24年３月31日 平成24年６月４日 利益剰余金

平成24年10月25日 
取締役会 

普通株式 1,375 10.00 平成24年９月30日 平成24年11月27日 利益剰余金
 

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23日 
取締役会 

普通株式 1,375 10.00 平成25年３月31日 平成25年６月３日 利益剰余金

平成25年10月25日 
取締役会 

普通株式 1,375 10.00 平成25年９月30日 平成25年11月27日 利益剰余金
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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 

(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。 

  

２ 報告セグメントの利益又は損失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) 

(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。 

  

３ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

    該当事項はありません。 

  

  
  

         (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 
81,488 9,535 93,390 69,332 176,451 430,197 525 430,721 ― 430,721 

 
 セグメント間の 

 内部売上高 

 又は振替高 
33 1 733 2,734 1,608 5,109 2,641 7,750 △7,750 ― 

 計 81,521 9,537 94,123 72,066 178,059 435,306 3,165 438,471 △7,750 430,721 

 
セグメント利益 

又は損失(△) 
11,234 △4,286 9,543 328 474 17,292 △1,771 15,521 1,365 16,886 

 

  (単位：百万円)

 利益 金額

 報告セグメント計 17,292 

 「その他」の区分の損失 △1,771 

 セグメント間取引消去 5 

 配分していない全社ののれんの償却額 △67 

 社内借入金に対する利子の戻入額 489 

 配分した事業構造改善費用の戻入額 151 

 その他の調整額(注) 788 

 四半期連結損益計算書の経常利益 16,886 
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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 

(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。 

  

２ 報告セグメントの利益又は損失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) 

(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。 

  

３ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

    該当事項はありません。 

  

  

         (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 
76,811 5,646 98,781 58,868 196,212 436,319 377 436,695 ― 436,695 

 
 セグメント間の 

 内部売上高 

 又は振替高 
120 0 749 2,322 1,654 4,845 2,651 7,496 △7,496 ― 

 計 76,931 5,647 99,530 61,190 197,866 441,163 3,028 444,191 △7,496 436,695 

 
セグメント利益 

又は損失(△) 
10,289 △5,285 9,622 △1,222 1,811 15,214 △1,898 13,316 727 14,043 

 

  (単位：百万円)

 利益 金額

 報告セグメント計 15,214 

 「その他」の区分の損失 △1,898 

 セグメント間取引消去 △24 

 社内借入金に対する利子の戻入額 328 

 配分した事業構造改善費用の戻入額 421 

 その他の調整額(注) 3 

 四半期連結損益計算書の経常利益 14,043 
 

― 20 ―



  

(企業結合等関係) 

(共通支配下の取引等) 

１ 取引の概要 

(１)科学事業 

 ①対象となった事業の名称及び事業の内容 

事業の名称 : 当社及び㈱日立ハイテクコントロールシステムズにおける分析装置事業 

事業の内容 : 分光分析、液体クロマトグラフ等の分析装置事業における設計及び国内販売機能 

 ②企業結合日 

 平成25年10月１日 

 ③企業結合の法的形式 

当社及び㈱日立ハイテクコントロールシステムズを分割会社、㈱日立ハイテクサイエンスを承継会

社とする会社分割 

 ④結合後企業の名称 

 ㈱日立ハイテクサイエンス 

 ⑤その他取引の概要に関する事項 

当社及び㈱日立ハイテクコントロールシステムズの保有する分光分析、液体クロマトグラフ等の

分析装置事業と、㈱日立ハイテクサイエンスの保有する熱分析、蛍光Ｘ線分析等の分析装置事業と

のシナジー効果の早期 大化を目的としております。 

なお、本会社分割は、当社及び当社の100％子会社間で行われるため、本会社分割に際して、株

式の割当その他の対価の交付は行っておりません。 

  

(２)計装事業 

 ①対象となった事業の名称及び事業の内容 

事業の名称 : ㈱日立ハイテクコントロールシステムズにおける計装事業 

事業の内容 : 計測機器、情報制御システム等の計装事業における設計・製造機能 

 ②企業結合日 

平成25年10月１日 

 ③企業結合の法的形式 

㈱日立ハイテクコントロールシステムズを分割会社、㈱日立ハイテクソリューションズを承継会社

とする会社分割 

 ④結合後企業の名称 

㈱日立ハイテクソリューションズ 

 ⑤その他取引の概要に関する事項 

計装事業の事業一貫体制を構築するとともに、㈱日立ハイテクソリューションズの強みであるソ

フトウェア開発等のＩＴ事業との連携強化を目的としております。 

なお、本会社分割は、当社の100％子会社間で行われるため、本会社分割に際して、株式の割当

その他の対価の交付は行っておりません。 
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(３)国内製造受託機能 

 ①結合当事企業の名称及び事業の内容 

結合企業  

名称       : ㈱日立ハイテクマニファクチャ＆サービス 

事業の内容 : 科学機器、医用機器、サービス部品、プリント基板の製造、受託解析業務、間 

             接補助業務 

被結合企業 

名称       : ㈱日立ハイテクコントロールシステムズ 

事業の内容 : 半導体検査装置周辺機器等の設計・製造 

 ②企業結合日 

平成25年10月１日 

 ③企業結合の法的形式 

㈱日立ハイテクマニファクチャ＆サービスを存続会社、㈱日立ハイテクコントロールシステムズを

消滅会社とする吸収合併 

 ④結合後企業の名称 

㈱日立ハイテクマニファクチャ＆サービス 

 ⑤その他取引の概要に関する事項 

 ㈱日立ハイテクマニファクチャ＆サービスを当社グループの国内製造受託会社と位置付け、国

内製造受託機能を集約することによる効率化・全体 適化の実現を目的としております。 

なお、本合併は、当社の100％子会社間で行われるため、本合併に際して、株式の割当その他の

対価の交付は行っておりません。 

  

２ 実施した会計処理の概要 

「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)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)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。 
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(１株当たり情報) 

 (注) １．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。  

     ２．１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

  

  

(重要な後発事象) 

(早期退職優遇措置の実施) 

当社の連結子会社は、早期退職優遇措置を平成26年１月に実施しました。 

概要は以下の通りであります。 

(１)目的       事業ポートフォリオの転換を進めるため 

(２)募集期間     平成26年１月７日から平成26年１月31日まで 

(３)退職日      平成26年３月31日 

(４)優遇措置     所定の退職金に特別加算金を上乗せ支給し、希望者には再就職支援を実施し

ます。 

(５)業績への影響   平成26年３月期の第４四半期において、約13憶円の事業構造改善費用を特別

損失に計上する予定であります。 

  

(剰余金の配当) 

平成25年10月25日開催の取締役会において、平成25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25年11月27日 

 (自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日) 

前第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) 

当第３四半期連結累計期間

１株当たり四半期純利益金額 82.88円 61.39円
 

項目 (自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日) 

前第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) 

当第３四半期連結累計期間

四半期純利益(百万円) 11,400 8,444

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 11,400 8,444

普通株式の期中平均株式数(千株) 137,539 137,537
 

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26年２月７日

株式会社日立ハイテクノロジーズ 

執行役社長 久田 眞佐男 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、四半期連結キャッシュ・フロー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、株式会社日立ハイテクノロジーズ及び連結
子会社の平成25年12月31日現在の財政状態並びに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
及びキャッシュ・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。 
  
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 
  

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    香 山   良  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 
 

※  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26年２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  久 田 眞 佐 男 

【最高財務責任者の役職氏名】 執行役常務  宇 野 俊 一 

【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) 

  

  

 



当社代表執行役執行役社長 久田眞佐男及び最高財務責任者 執行役常務 宇野俊一は、当社の第95期第

３四半期(自 平成25年10月１日 至 平成25年12月31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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