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第149回定時株主総会
インターネット開示事項

1．事業報告の新株予約権等に関する事項
2．連結持分変動計算書
3．連結注記表
4．連結包括利益計算書（ご参考）
5．連結キャッシュ・フロー計算書（ご参考）
6．株主資本等変動計算書
7．個別注記表
8．連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

本書面の記載事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、当社ウェブサ
イトに掲載することにより、株主の皆様にご提供しているものです。

表紙
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1. 事業報告の新株予約権等に関する事項
【会社役員が有する新株予約権の状況】（2018年3月31日現在）

新株予約権の名称
(発行決議日)

第1回新株予約権
(2016年6月29日)

第2回新株予約権
（2017年4月6日）

新株予約権の目的となる株式の
種類及び数 普通株式　1,688,800株 普通株式　1,743,000株

新株予約権の行使時の払込金額 1株当たり1円 同左

新株予約権の行使期間 自2016年7月15日
至2046年7月14日

自2017年4月27日
至2047年4月26日

新株予約権の行使の条件 (注１)(注２) 同左
会社役員の保有状況 執行役32名　16,888個 (注３) 執行役33名　17,430個 (注３)

【当期中に使用人等に交付した新株予約権の状況】
新株予約権の名称
(発行決議日)

第2回新株予約権
(2017年4月6日)

新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式　547,600株
新株予約権の行使時の払込金額 1株当たり1円
新株予約権の行使期間 自2017年4月27日　至2047年4月26日
新株予約権の行使の条件 (注１)(注２)
使用人等への交付状況 当社理事　37名　5,476個
(注)１.　新株予約権者は、当社の執行役、取締役及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日（10日目が

休日に当たる場合には翌営業日）を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できます。
２.　新株予約権者が行使できる新株予約権の個数は、株価条件に従い、割当日の属する事業年度の期首から３年

間の当社株式に係るTotal Shareholder Return（株主総利回り）を同期間における東証株価指数（TOPIX）
の成長率と比較し、その割合（以下、「対TOPIX成長率」といいます。）に応じて確定します。

イ　対TOPIX成長率が120％以上となった場合
割り当てられた新株予約権の個数（以下、「割当個数」といいます。）の全てを行使できます。

ロ　対TOPIX成長率が80%以上120%未満となった場合
その度合いに応じ、割当個数の一部しか行使できません（※）。
（※）行使可能な新株予約権数 ＝ 割当個数 × {(対TOPIX成長率 × 1.25) － 0.5}

ただし、１個未満の端数は切捨て。
ハ　対TOPIX成長率が80%未満となった場合

割当個数の全てを行使することができません。
３.　取締役を兼務する執行役２名を含みます。
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2. 連結持分変動計算書（自2017年4月1日　至2018年3月31日）

資本金 資本剰余金 利益剰余金 その他の包括
利益累計額 自己株式 親会社株主持分

合計 非支配持分 資本の部
合計

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

期首残高 458,790 577,573 1,793,570 141,068 △3,916 2,967,085 1,129,910 4,096,995

変動額

利益剰余金への振替 16,428 △16,428 － －

当期利益 362,988 362,988 127,930 490,918

その他の包括利益 19,353 19,353 5,848 25,201

親会社株主に対する配当金 △67,591 △67,591 △67,591

非支配持分に対する配当金 － △34,395 △34,395

自己株式の取得 △292 △292 △292

自己株式の売却 △27 71 44 44

非支配持分との取引等 △1,737 △1,826 △3,563 4,354 791

変動額合計 － △1,764 311,825 1,099 △221 310,939 103,737 414,676

期末残高 458,790 575,809 2,105,395 142,167 △4,137 3,278,024 1,233,647 4,511,671

3

連結持分変動計算書



2018/05/11 19:27:53 / 17369535_株式会社日立製作所_招集通知（Ｆ）

3. 連結注記表

(連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記)
1.　連結計算書類の作成基準

当社の連結計算書類は、会社計算規則第120条第1項の規定により、国際財務報告基準(以下、IFRS)に準拠して作成
しております。ただし、同項後段の規定に準拠して、IFRSにより要請される記載及び注記の一部を省略しておりま
す。

2.　連結の範囲及び持分法の適用に関する事項
連結子会社数は879社、持分法適用会社数は407社です。

3.　金融資産の評価基準及び評価方法
金融商品に係る会計処理について、IFRS第9号「金融商品」(2009年11月公表、2010年10月改訂)を適用しており
ます。
償却原価で測定する金融資産
　以下の要件を満たす金融資産を償却原価で測定する金融資産として分類しております。

・当社のビジネスモデルにおいて、当該金融資産の契約上のキャッシュ・フローを回収することを目的として
保有している場合

・契約条件が、特定された日に元本及び元本残高に係る利息の支払いのみによるキャッシュ・フローを生じさ
せる場合

　償却原価で測定する金融資産は、公正価値（直接帰属する取引費用を含む）で当初認識しております。当初認識後
は、実効金利法を用いて帳簿価額を算定しております。減損を示す客観的な証拠が発生している場合、見積将来キャ
ッシュ・フローを当初の実効金利で割り引いた現在価値に基づき、減損損失を測定し、純損益として認識しておりま
す。
FVTOCI金融資産 (公正価値の変動をその他の包括利益を通じて測定する金融資産)
　主に投資先との取引関係の維持、強化による収益基盤の拡大を目的として保有している資本性金融資産をFVTOCI
金融資産として分類しております。FVTOCI金融資産は公正価値で当初認識し、それ以降も連結決算日の公正価値で
測定しております。公正価値の変動は連結会計期間のその他の包括利益として認識し、その累計額はその他の包括利
益累計額に認識しております。ただし、FVTOCI金融資産から生じる配当金については、明らかに投資の払い戻しの
場合を除き、純損益として認識しております。
FVTPL金融資産 (公正価値の変動を純損益を通じて測定する金融資産)
　FVTOCI金融資産として分類されない資本性金融資産及び償却原価で測定する金融資産に分類されない負債性金
融資産は、全てFVTPL金融資産に分類しております。FVTPL金融資産は、当初認識後、公正価値で測定し、その公
正価値の変動は純損益として認識しております。

4.　棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産は取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い方の金額で評価しており、原価は、製品・半製品・仕掛品に
ついては個別法又は移動平均法により、材料については概ね移動平均法によっております。正味実現可能価額とは、
通常の営業過程における見積売価から、完成までの見積原価及び販売に要する見積費用を控除したものをいいます。

5.　有形固定資産及び無形資産の評価基準、評価方法並びに償却方法
有形固定資産
　有形固定資産の測定においては原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した
金額で表示しております。各資産はそれぞれの見積耐用年数にわたって、主として定額法で減価償却を行っておりま
す。
無形資産
　耐用年数を確定できる無形資産の測定においては原価モデルを採用し、取得原価から償却累計額及び減損損失累計
額を控除した金額で表示しております。各資産はそれぞれの見積耐用年数にわたって、主として定額法で償却を行っ
ております。
　耐用年数を確定できない無形資産及びのれんは、取得原価から減損損失累計額を控除した金額で表示しておりま
す。
減損損失
　各資産について減損の兆候の有無の判定を行い、その帳簿価額が回収不可能であるような兆候がある場合、減損テ
ストを実施しております。各資産が、他の資産からのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生
み出さない場合、資金生成単位又は資金生成単位グループについて減損の兆候の有無を判定しております。耐用年数
を確定できない無形資産及びのれんについては、減損の兆候の有無にかかわらず、毎年、その資産の属する資金生成
単位又は資金生成単位グループごとに回収可能価額を見積り、減損テストを実施しております。
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6.　退職後給付の会計処理
当社及び一部の子会社は、従業員の退職給付を行うため、主に確定給付型年金制度及び退職一時金制度を採用してお
り、確定給付制度債務の現在価値及び退職給付費用を予測単位積増方式により算定しております。
確定給付制度債務の現在価値及び制度資産の公正価値は、報告期間末に再測定し、数理計算上の差異及び制度資産の
利息収益を除く公正価値の変動額はその他の包括利益で全額認識し、その後純損益に組み替えておりません。また、
制度改訂時に生じる過去勤務費用は発生時に全額純損益として認識しております。
連結財政状態計算書上、確定給付制度債務の現在価値から制度資産の公正価値を控除した純額を確定給付負債又は資
産として非流動負債又は資産に表示しております。

(表示方法の変更に関する注記)
連結財政状態計算書

事業再編等により重要性が変化したため、前連結会計年度まで「その他の流動資産」に含めていた「有価証券及びその
他の金融資産」を当連結会計年度より別掲しております。また、流動資産及び非流動資産に別掲していた「リース債
権」は、流動資産及び非流動資産の「有価証券及びその他の金融資産」に、非流動負債に別掲していた「その他の金融
負債」は「その他の非流動負債」に含めて表示しております。

(連結財政状態計算書に関する注記)
1.　その他の包括利益累計額

在外営業活動体の換算差額60,807百万円、確定給付制度の再測定22,675百万円、
その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動額174,588百万円、
キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の純変動額△115,903百万円

2.　担保に供している資産
売上債権9,349百万円、棚卸資産10,292百万円、その他の流動資産37百万円、有価証券及びその他の金融資産
890百万円、有形固定資産38,938百万円

担保に係る債務38,880百万円
3.　資産から直接控除した引当金

売上債権27,640百万円、その他の債権3,038百万円
4.　有形固定資産及び無形資産

有形固定資産には、土地361,758百万円、建物及び構築物686,556百万円が含まれております。
なお、有形固定資産の減価償却累計額及び減損損失累計額は△3,933,106百万円です。
無形資産には、のれん588,165百万円が含まれております。

5.　保証債務76,097百万円

(連結損益計算書に関する注記)
法人所得税費用△131,708百万円は、当期分△160,514百万円及び繰延税金28,806百万円です。

(連結持分変動計算書に関する注記)
1.　当連結会計年度末の発行済株式及び自己株式の種類及び総数

（1）発行済株式 普通株式 4,833,463,387株
（2）自己株式 普通株式 5,735,947株

2.　配当に関する事項
配当金支払額 67,591百万円

3.　当連結会計年度末の新株予約権の目的となる株式の種類及び数
普通株式 4,448,900株

(金融商品に関する注記)
1.　金融商品の状況に関する事項

当社及び子会社は、運転資金の効率的な管理を通じて、事業活動における資本効率の最適化を図っており、流動性が
高く取得日から満期日までが３ヵ月以内で価値の変動のリスクが極めて低い短期保有の投資を、直ちに利用できる財
源として現金同等物に計上しております。
売上債権に係る顧客の信用リスクは、主として現在の経済状況、内在的リスク、債務者の財政状態及び過去の実績等
により管理しております。
有価証券及びその他の金融資産は、主として資本性金融商品から構成されており、公正価値を継続的に把握し、管理
しております。
短期借入金及び長期債務の使途は、主として運転資金及び設備投資のための資金です。

2.　金融商品の公正価値等に関する事項
当連結会計年度末における金融商品の公正価値に関する情報は、次の通りです。なお、連結財政状態計算書上におい
て公正価値で測定する金融商品及び公正価値と帳簿価額がほぼ同額の金融商品は、次の表に含めておりません。

5

連結注記表



2018/05/11 19:27:53 / 17369535_株式会社日立製作所_招集通知（Ｆ）

(単位：百万円)
区　分 帳簿価額 公正価値

　資産
有価証券及びその他の金融資産

リース債権 92,198 93,165
負債性証券 120,915 120,920
長期貸付金 95,373 96,859

　負債
長期債務 ⒜

リース債務 49,478 49,723
社債 149,837 153,614
長期借入金 729,540 734,912

⒜ 長期債務は、連結財政状態計算書上の償還期長期債務及び長期債務に含まれております。

公正価値の見積りの前提及び方法は、次の通りです。
現金及び現金同等物、売上債権、短期貸付金、未収入金、短期借入金、未払金、買入債務

満期までの期間が短いため、公正価値は帳簿価額とほぼ同額です。
有価証券及びその他の金融資産、その他の金融負債

リース債権の公正価値は、一定の期間毎に区分した債権毎に、債権額を満期までの期間及び信用リスクを加味した
利率により割り引いた現在価値に基づいて算定しております。
市場性のある有価証券の公正価値は、市場価格を用いて見積っております。市場性のない有価証券の公正価値は、
類似の有価証券の市場価格及び同一又は類似の有価証券に対する投げ売りでない市場価格、観察可能な金利及び利
回り曲線、クレジット・スプレッド又はデフォルト率を含むその他関連情報によって見積っております。重要な指
標が観察不能である場合、金融機関により提供された価格情報を用いて評価しております。提供された価格情報
は、独自の評価モデルを用いたインカム・アプローチあるいは類似金融商品の価格との比較といったマーケット・
アプローチにより検証しております。
長期貸付金の公正価値は、同様の貸付形態での追加貸付に係る利率を使用した将来キャッシュ・フローの現在価値
を用いて見積っております。
デリバティブ資産及びデリバティブ負債の公正価値は、投げ売りでない市場価格、活発でない市場での価格、観察
可能な金利及び利回り曲線や外国為替及び商品の先物及びスポット価格を用いたモデルに基づき測定しておりま
す。また、重要な指標が観察不能である場合、主にインカム・アプローチあるいはマーケット・アプローチを使用
し、金融機関が提供する関連情報等を検証しております。

長期債務
長期債務の公正価値は、当該負債の市場価格、又は同様の契約条項での市場金利を使用した将来キャッシュ・フロ
ーの現在価値を用いて見積っております。
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(1株当たり情報に関する注記)
1株当たり親会社株主持分 679円00銭
1株当たり親会社株主に帰属する継続事業当期利益 78円50銭
1株当たり親会社株主に帰属する非継続事業当期損失 △3円32銭
1株当たり親会社株主に帰属する当期利益 75円19銭

(重要な後発事象に関する注記)
単元株式数の変更及び株式併合

当社は、2018年4月27日開催の取締役会において、単元株式数を変更する定款の一部変更について決議するととも
に、2018年6月20日開催予定の第149回定時株主総会に株式併合について付議することを決議しました。

1.　単元株式数の変更
(1)　変更の理由

全国証券取引所は、投資家をはじめとする市場利用者の利便性向上のため、｢売買単位の集約に向けた行動計画｣
に基づき、全ての国内上場会社の普通株式の売買単位を100株に統一する取組みを進めており、100株への移行
期限を2018年10月1日に決定しました。当社は、この決定を踏まえ、2018年10月1日をもって、単元株式数を
1,000株から100株に変更することとしました。

(2)　変更の内容
当社定款に定める単元株式数を1,000株から100株に変更します。

2.　株式併合
(1)　併合の理由

単元株式数を1,000株から100株に変更するにあたり、単元株式数の変更後の投資単位(単元株式数あたりの価
格)を調整するため、当社株式について5株を1株とする株式の併合(以下、本株式併合)を行うこととしました。

(2)　併合の内容
①　併合する株式の種類　　普通株式
②　併合の割合　　　　　　2018年10月1日付で、同9月30日の最終の株主名簿に記載された株主の
　　　　　　　　　　　　　所有株式について、5株を1株の割合で併合します。

(3)　併合により減少する株式数
本株式併合前の発行済株式総数(2018年3月31日現在) 4,833,463,387 株
本株式併合により減少する株式数 3,866,770,710 株
本株式併合後の発行済株式総数 966,692,677 株
(注)｢本株式併合により減少する株式数｣及び｢本株式併合後の発行済株式総数｣は、｢本株式併合前の発行済
　　株式総数(2018年3月31日現在)｣及び本株式併合の割合に基づき算出した理論値であり、実際の数値は
　　異なる可能性があります。

(4)　1株未満の端数が生じる場合の処理
本株式併合の結果、1株に満たない端数が生じる株主に対しては、会社法の定めに従い、当社がこれを一括して
売却し、その売却代金を端数の割合に応じて交付します。

(5)　発行可能株式総数の変更
2018年10月1日をもって、発行可能株式総数を10,000,000,000株から2,000,000,000株に変更します。

3.　1株当たり情報に及ぼす影響
本株式併合が期首に行われたと仮定した場合の、当連結会計年度における1株当たり情報は以下の通りです。

1株当たり親会社株主持分 3,395円00銭
1株当たり親会社株主に帰属する継続事業当期利益 392円52銭
1株当たり親会社株主に帰属する非継続事業当期損失 △16円59銭
1株当たり親会社株主に帰属する当期利益 375円93銭

(その他の注記)
　当社と三菱重工業㈱（以下、三菱重工）は、2014年２月１日（以下、分割効力発生日）に両社の火力発電システム
を主体とする事業を三菱重工の連結子会社である三菱日立パワーシステムズ㈱（以下、MHPS）に分社型吸収分割によ
り承継させる形で統合しました。上記事業統合の一環として、南アフリカ共和国における当社の連結子会社である
Hitachi Power Africa Proprietary Limited（以下、HPA）等が2007年に受注したMedupi及びKusile火力発電所向け
のボイラ建設プロジェクトに関する資産・負債並びに顧客等との契約上の地位及びこれに基づく権利・義務を、HPAか
ら三菱重工の連結子会社であるMitsubishi Hitachi Power Systems Africa Proprietary Limited（以下、MHPSアフ
リカ）に譲渡しました（以下、南ア事業譲渡）。
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　南ア事業譲渡に係る当社と三菱重工との間の契約においては、分割効力発生日より前の事象に起因する偶発債務及び
同日時点において既に発生済みの請求権につき当社及びHPAが責任を持ち、分割効力発生日以降の事業遂行につき
MHPS及びMHPSアフリカが責任を持つことを前提に、分割効力発生日時点の将来工程及び当該工程に基づいて予想し
たプロジェクト収支に係る両社の合意と確認に基づき最終譲渡価格を決定し、暫定価格との差額を調整する旨が合意さ
れております。

　2016年３月31日、当社は三菱重工より、当該譲渡価格調整金等の一部として48,200百万南アフリカランド（１ラ
ンド＝7.87円換算で約3,790億円）をMHPSアフリカに支払うように請求を受けました。これに対して当社は、同４月
６日、当該請求書簡の記載内容は契約に基づく法的根拠に欠けるため請求に応じられない旨の回答を、三菱重工に提示
しました。

　その後、2017年１月31日、当社は三菱重工より、上記譲渡価格調整金等の請求金額を89,700百万南アフリカラン
ド（１ランド＝8.51円換算で約7,634億円）に拡張した請求を受け、これに対して当社は、当該請求書簡の記載内容に
ついても、上記と同様、契約に基づく法的根拠に欠けるため請求に応じられない旨の回答を、三菱重工に提示しまし
た。その後、同８月21日、一般社団法人日本商事仲裁協会より、三菱重工が当社を被申立人として同７月31日に上記
譲渡価格調整金等として90,779百万南アフリカランド（１ランド＝8.53円換算で約7,743億円）の支払いを求める仲
裁を申立てた旨の通知を受領しました。当社は、仲裁手続において、当社の見解を主張することにより、対応していく
方針であります。

　なお、当社は、上記の南ア事業に係る契約に関連して、合理的な見積に基づく引当金を計上しております。当該契約
等に基づく譲渡価格調整金等の確定金額は引当計上した金額と異なる可能性があります。
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ご参考

4. 連結包括利益計算書
科　目

2017年3月期 2018年3月期
自2016年4月 1 日
至2017年3月31日

自2017年4月 1 日
至2018年3月31日

百万円 百万円
当期利益 338,029 490,918
その他の包括利益

純損益に組み替えられない項目
その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動額 59,934 1,530
確定給付制度の再測定 46,086 22,753
持分法のその他の包括利益(損失) △1,887 3,302

純損益に組み替えられない項目合計 104,133 27,585
純損益に組み替えられる可能性がある項目

在外営業活動体の換算差額 △64,761 △8,042
キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の純変動額 21,303 5,703
持分法のその他の包括利益(損失) 1,166 △45

純損益に組み替えられる可能性がある項目合計 △42,292 △2,384
その他の包括利益合計 61,841 25,201

当期包括利益 399,870 516,119
当期包括利益の帰属

親会社株主持分 299,397 382,341
非支配持分 100,473 133,778
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ご参考

5. 連結キャッシュ・フロー計算書
項　目

2017年3月期 2018年3月期
自2016年4月 1 日
至2017年3月31日

自2017年4月 1 日
至2018年3月31日

営業活動に関するキャッシュ・フロー 百万円 百万円
当期利益 338,029 490,918

当期利益から営業活動に関するキャッシュ・フローへの調整
減価償却費及び無形資産償却費 415,183 364,432
売上債権の増減（△は増加） △196,824 47,216
棚卸資産の増減（△は増加） △22,731 △181,207
買入債務の増減（△は減少） 111,589 97,923
その他 △15,664 △92,114

営業活動に関するキャッシュ・フロー 629,582 727,168

投資活動に関するキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得 △316,116 △349,388
無形資産の取得 △101,034 △90,924
有形及び無形賃貸資産の取得 △292,943 △3,263
有形固定資産及び無形資産の売却 52,208 27,448
有形及び無形賃貸資産の売却 14,539 9,628
リース債権の回収 180,726 －
有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）
の取得及び売却 71,653 △64,936

その他 53,012 △2,893
投資活動に関するキャッシュ・フロー △337,955 △474,328

フリー・キャッシュ・フロー 291,627 252,840

財務活動に関するキャッシュ・フロー
社債及び借入金の調達及び償還 △118,314 △218,409
配当金の支払 △57,935 △67,568
非支配持分株主への配当金の支払 △36,508 △32,066
その他 3,221 △3,411

財務活動に関するキャッシュ・フロー △209,536 △321,454

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 △16,164 1,336
現金及び現金同等物の増減 65,927 △67,278

現金及び現金同等物の期首残高 699,315 765,242
現金及び現金同等物の期末残高 765,242 697,964
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6. 株主資本等変動計算書（自2017年4月1日　至2018年3月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計資本準備金 その他

資本剰余金
資本剰余金

合計

その他利益剰余金
利益剰余金

合計固定資産
圧縮積立金

特定事業再編
投資損失
準備金

繰越利益
剰余金

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
当期首残高 458,790 176,757 273,164 449,921 1,616 61,155 373,823 436,596 △3,916 1,341,391
当期変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 △133 133 ― ―

特定事業再編投資損失準備金
の取崩 △30,522 30,522 ― ―

剰余金の配当 △67,591 △67,591 △67,591
当期純利益 136,117 136,117 136,117
自己株式の取得 △292 △292
自己株式の処分 △22 △22 72 50

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― △22 △22 △133 △30,522 99,182 68,526 △220 68,283
当期末残高 458,790 176,757 273,142 449,899 1,482 30,633 473,006 505,122 △4,137 1,409,674

評価・換算差額等

新株予約権 純資産
合計その他

有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
当期首残高 156,493 △594 △133 155,765 271 1,497,428
当期変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 ―

特定事業再編投資損失準備金
の取崩 ―

剰余金の配当 △67,591
当期純利益 136,117
自己株式の取得 △292
自己株式の処分 50

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △29,237 △1,738 △30,976 736 △30,239

当期変動額合計 △29,237 △1,738 ― △30,976 736 38,043
当期末残高 127,255 △2,333 △133 124,789 1,008 1,535,472
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7. 個別注記表

(重要な会計方針に関する注記)
1.　棚卸資産の評価方法及び評価基準

製品・半製品・仕掛品………………個別法または移動平均法に基づく原価法
(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

材料……………………………………移動平均法に基づく原価法
(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

2.　有価証券及び出資金の評価方法及び評価基準
関係会社株式及び関係会社出資金…移動平均法に基づく原価法
その他有価証券及びその他の出資金

時価のある有価証券及び出資金…市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理、売却原価は移動平均法により算定)

時価のない有価証券及び出資金…移動平均法に基づく原価法
3.　デリバティブの評価方法及び評価基準

…………………………………………時価法
4.　有形固定資産の減価償却方法(リース資産を除く)

…………………………………………定額法
5.　無形固定資産の減価償却方法(リース資産を除く)

市場販売目的のソフトウェア………見込販売収益に基づく償却方法
その他…………………………………定額法

6.　リース資産の減価償却方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引に係るリース資産
…………………………………………リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

なお、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナ
ンス・リース取引のうち、2008年3月31日以前に開始したリース取引につい
ては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

7.　引当金の計上基準
貸倒引当金……………………………一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
製品保証引当金………………………製品のアフターサービスの費用支出に備えるため、保証期間内のサービス費用

見込額を、過去の実績を基礎として計上しております。
工事損失引当金………………………工事契約及び受注制作のソフトウェアに係る損失に備えるため、翌期以降の損

失見込額を計上しております。
退職給付引当金………………………従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しており
ます。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期末までの期間に帰属させ
る方法については、給付算定式基準によっております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間により定額償却して
おります。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間により、翌期か
ら定額償却しております。

役員退職慰労引当金…………………役員及び理事等の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当期末要支給
額を計上しております。
なお、2007年12月18日及び2008年3月26日開催の報酬委員会において、退
職慰労金制度を廃止し、制度適用期間に対応する退職慰労金については、役員
及び理事等の退任が決定した後、報酬委員会の決議を経て退任時に支給するこ
とを決定しております。

関係会社事業損失引当金……………関係会社の事業に係る損失に備えるため、関係会社に対する出資金額及び貸付
金額に係る損失負担見込額を超えて当社が負担することが見込まれる額を計
上しております。

8.　収益及び費用の計上基準
工事契約及び受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準
…………………………………………当期末までの進捗部分について成果の確実性が認められる場合については工

事進行基準(原則として、工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の場
合については工事完成基準を適用しております。

9.　消費税等の会計処理
消費税(地方消費税を含む)の会計処理は、税抜方式によっております。

10.　ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ会計を適用しております。
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(表示方法の変更に関する注記)
貸借対照表

「電子記録債務」は、従来、流動負債の「その他の流動負債」に含めて表示しておりましたが、金額的重要性が増し
たため、当期より区分掲記しております。
なお、前期の「電子記録債務」は26,305百万円であります。

(貸借対照表に関する注記)
1.　担保に供している資産
(単位：百万円)

資産の種類 当期末簿価 担保設定状況
関 係 会 社 株 式 74 関係会社の借入金に係る担保
投 資 有 価 証 券 8 出資先の借入金に係る担保
長 期 貸 付 金 69 関係会社及び出資先の借入金に係る担保
合 計 152

2.　有形固定資産の減価償却累計額
建物 186,793百万円
構築物 26,501百万円
機械装置 137,487百万円
車両運搬具 1,218百万円
工具器具備品 180,395百万円
リース資産 6,400百万円

3.　土地の再評価
当社は、2016年4月1日付の吸収分割で㈱日立メディコより土地再評価差額金を承継しております。㈱日立メディコ
は土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額
については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除
した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しておりました。

（1）再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(1998年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める固定資産税評価額
に基づいて合理的な調整を行って評価額を算出しております。

（2）再評価を行った年月日　　　　2002年3月31日
（3）再評価を行った土地の当期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額　　　　△333百万円

4.　保証債務
金融機関からの借入等に対して、次の通り保証を行っております。
(単位：百万円)

被保証者 当期末残高
H I T A C H I  R A I L  I T A L Y  S . P . A . 160,421
A N S A L D O  S T S  S . P . A . 37,418
A G I L I T Y  T R A I N S  E A S T  L T D . 25,263
HORIZON NUCLEAR POWER SERVICES LTD. 1,809
光 基 鉄 道 シ ス テ ム ㈱ 1,600
H I T A C H I  A M E R I C A ,  L T D . 1,221
H I T A C H I  R A I L  E U R O P E  L T D . 1,086
そ の 他 1,205
合 計 230,027

なお、上記以外に、下記海外関係会社との間で、主に資金調達に対する信用補完を目的と
して、当該関係会社の財政状態の健全性維持等を約束する合意書を締結しております。

HITACHI AMERICA CAPITAL, LTD.、HITACHI INTERNATIONAL (HOLLAND) B.V.、
HITACHI INTERNATIONAL TREASURY LTD.、日立（中国）財務有限公司、
HITACHI POWER EUROPE GmbH

5.　関係会社に対する短期金銭債権 746,084百万円
長期金銭債権 126,524百万円
短期金銭債務 1,131,503百万円
長期金銭債務 4,397百万円
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(損益計算書に関する注記)
1.　減損損失

（1）減損損失を認識した資産または資産グループの概要
区　分 内　容 種　類 場　所

事業用資産
変電設備製造設備 機械装置等 茨城県日立市

賃貸用不動産 土地等 大阪府大阪市
医療機器製造施設 建物等 東京都青梅市

遊休資産 － 機械装置等 茨城県神栖市
建物等 茨城県日立市

（2）減損損失を認識するに至った経緯
事業用資産については収益性の低下により投資額の回収が見込めないため、遊休資産については事業計画の変更に
より、投資額の回収が見込めなくなったため、減損損失を認識するものであります。

（3）減損損失の金額
建物 4,101百万円
機械装置 817百万円
土地 5,415百万円
その他 223百万円
合計 10,557百万円

（4）資産のグルーピングの方法
原則として事業部または事業所単位にグルーピングをしておりますが、一部の資産または資産グループについては、
他の資産グループから独立したキャッシュ・フローを生み出す単位として個別にグルーピングをしております。

（5）回収可能価額の算定方法
事業用資産のうち土地については、正味売却価額を使用しており、正味売却価額は不動産鑑定評価額から処分費
用見込額を控除して算定しております。その他の事業用資産については、回収可能性が認められないため、その
帳簿価額を備忘価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。遊休資産については、回収可
能性が認められないため、その帳簿価額を備忘価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しておりま
す。

2.　関係会社に対する売上高 639,277百万円
関係会社からの仕入高 941,498百万円
関係会社との営業取引以外の取引高 27,461百万円

(株主資本等変動計算書に関する注記)
自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位：株)

株式の種類 株式数
当期首 当期中の増加 当期中の減少 当期末

普通株式 5,460,572 375,918 100,543 5,735,947
(変動事由の概要)

当期中の増加375,918株は、単元未満株主からの買取請求による取得であります。当期中の減少100,543株は、新
株予約権の行使による処分79,100株及び単元未満株主からの買増請求による処分21,443株であります。

(税効果会計に関する注記)
繰延税金資産の発生の主な原因は、退職給付引当金及び工事損失引当金であり、繰延税金負債の発生の主な原因は、そ
の他有価証券評価差額金及び特定事業再編投資損失準備金であります。

(リースにより使用する固定資産に関する注記)
貸借対照表に計上した固定資産のほか、リースにより使用している重要な資産として、コージェネレーション設備等が
あります。
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(関連当事者との取引に関する注記)
(単位：百万円)
種　類 会社等の名称 議決権等の

所有割合 関連当事者との関係 取引の内容 取引金額 科　目 期末残高

子会社 HITACHI RAIL EUROPE LTD. 直接 100.0%
当グループ製品の製造、販
売、エンジニアリング及び
保守
役員の兼任等

製品の販売等 115,377 売掛金 132,988

子会社 HITACHI AMERICA, LTD. 直接 100.0% 当社製品の販売
役員の兼任等 増資の引受 106,218 － －

子会社 H I T A C H I  A M E R I C A  
CAPITAL, LTD. 間接 100.0% 役員の兼任等 資金の貸付(注1) 60,769 短期貸付金 116,864

子会社 H O R I Z O N  N U C L E A R  
POWER WYLFA LTD. 間接 100.0% 役員の兼任等 資金の貸付(注1) 54,940 短期貸付金 88,559

子会社 日立ビークルエナジー㈱ 直接 100.0% 当グループ製品の製造、
販売 資金の貸付(注2) 729 短期貸付金 49,579

子会社 HITACHI INTERNATIONAL 
(HOLLAND)B.V. 直接 100.0% 役員の兼任等 資金の預け(注3) 8,216 その他の

流動資産 48,945

子会社 ㈱日立ハイテクノロジーズ 直接 51.8% 当社製品の販売
役員の兼任等 資金の預り(注2) △20,847 預り金 157,785

子会社 ㈱日立ビルシステム 直接 100.0% 当社開発製品の製造、販売
役員の兼任等 資金の預り(注2) 3,530 預り金 90,791

子会社 ㈱日立システムズ 直接 100.0%

当社ソフトウェア開発の
委託
当社通信機器等の保守の
委託
役員の兼任等

資金の預り(注2) 19,221 預り金 81,839

子会社 ㈱日立ソリューションズ 直接 100.0%
当社情報システム、ソフト
ウェア開発の委託
役員の兼任等

資金の預り(注2) 10,241 預り金 65,164

子会社 ㈱日立国際電気 直接 75.0%
㈱日立国際電気製品の
購入
役員の兼任等

資金の預り(注2) 16,118 預り金 50,067

子会社 日立金属㈱ 直接
間接

53.0%
0.5%

日立金属㈱製品の購入
役員の兼任等 資金の預り(注2) △76,124 預り金 8,058

子会社 HITACHI RAIL ITALY S.P.A. 間接 100.0% 当グループ製品の製造
役員の兼任等 債務保証 160,421 － －

関連
会社

MITSUBISHI HITACHI
POWER SYSTEMS AFRICA
(PTY) LTD.

間接 35.0% 資金の貸付
資金の貸付(注1) － 長期貸付金 70,000
資金の貸付(注1) 2,114 短期貸付金 7,718

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１.　利息は市場金利を勘案して決定しております。なお、資金の貸付の取引金額は当期首残高からの増減額を

表示しております。
２.　関係会社等の資金を当社に集中し、その資金を資金需要のある関係会社等へ貸付けるプーリング制度に基

づく資金の貸付または預りであり、貸付及び預りに伴う利息は市場金利を勘案して決定しております。な
お、資金の貸付及び預りの取引金額は当期首残高からの増減額を表示しており、利息の受取及び支払を含
んでおります。

３.　当社及び関係会社の資金を海外の金融子会社を通じて資金需要のある関係会社へ貸付けるための資金の預
けであり、預けに伴う利息は市場金利を勘案して決定しております。なお、預けの取引金額は当期首残高
からの増加額を表示しており、利息の受取を含んでおります。

(1株当たり情報に関する注記)
1株当たり純資産額 318円05銭
1株当たり当期純利益 28円19銭
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(重要な後発事象に関する注記)
単元株式数の変更及び株式併合

当社は、2018年4月27日開催の取締役会において、単元株式数を変更する定款の一部変更について決議するととも
に、2018年6月20日開催予定の第149回定時株主総会に株式併合について付議することを決議しました。
1.　単元株式数の変更
(1)　変更の理由

全国証券取引所は、投資家をはじめとする市場利用者の利便性向上のため、｢売買単位の集約に向けた行動
計画｣に基づき、全ての国内上場会社の普通株式の売買単位を100株に統一する取組みを進めており、100
株への移行期限を2018年10月1日に決定しました。当社は、この決定を踏まえ、2018年10月1日をもっ
て、単元株式数を1,000株から100株に変更することとしました。

(2)　変更の内容
当社定款に定める単元株式数を1,000株から100株に変更します。

2.　株式併合
(1)　併合の理由

単元株式数を1,000株から100株に変更するにあたり、単元株式数の変更後の投資単位(単元株式数あたり
の価格)を調整するため、当社株式について5株を1株とする株式の併合(以下、本株式併合)を行うこととし
ました。

(2)　併合の内容
①　併合する株式の種類　　普通株式
②　併合の割合　　　　　　2018年10月1日付で、同9月30日の最終の株主名簿に記載された株主の

所有株式について、5株を1株の割合で併合します。
(3)　併合により減少する株式数

本株式併合前の発行済株式総数(2018年3月31日現在) 4,833,463,387 株
本株式併合により減少する株式数 3,866,770,710 株
本株式併合後の発行済株式総数 966,692,677 株
(注)｢本株式併合により減少する株式数｣及び｢本株式併合後の発行済株式総数｣は、｢本株式併合前の発行済

株式総数(2018年3月31日現在)｣及び本株式併合の割合に基づき算出した理論値であり、実際の数値
は異なる可能性があります。

(4)　1株未満の端数が生じる場合の処理
本株式併合の結果、1株に満たない端数が生じる株主に対しては、会社法の定めに従い、当社がこれを一括
して売却し、その売却代金を端数の割合に応じて交付します。

(5)　発行可能株式総数の変更
2018年10月1日をもって、発行可能株式総数を10,000,000,000株から2,000,000,000株に変更します。

3.　1株当たり情報に及ぼす影響
本株式併合が期首に行われたと仮定した場合の、当期における1株当たり情報は以下の通りです。

1株当たり純資産額 1,590円26銭
1株当たり当期純利益 140円97銭

重要な株式の売却
当社は、ルネサスエレクトロニクス㈱が2018年4月3日に決定・公表した同社株式の売出しにおいて、売出人として
当社保有の同社株式の一部を売却することを決定いたしました。なお、本株式売却に伴い、2018年度(自 2018年4
月１日 至 2019年3月31日)の損益計算書において、投資有価証券売却益207億円～232億円を特別利益に計上する
予定です。
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8. 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2018 年 5 月 9 日

株式会社　日  立  製  作  所
執行役社長 東 原 敏 昭 殿

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 大内田　　　敬 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 田 中 卓 也 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 須 藤 　 謙 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社日立製作所の2017年４月１日から2018年
３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変
動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、連結計算書類を国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認め
ている会社計算規則第120条第１項後段の規定により作成し、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連結計算書類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監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を
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監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証
を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査
手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作
成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方
法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含ま
れる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、会社計算規則第120条第１項後段の規定により国際会計基準で求められる開示項目の一部を
省略して作成された上記の連結計算書類が、株式会社日立製作所及び連結子会社からなる企業集団の当該連結
計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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
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