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1.  平成21年9月期第1四半期の業績（平成20年10月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年9月期第1四半期 554 26.7 △46 ― △77 ― △79 ―

20年9月期第1四半期 437 △10.5 △41 ― △47 ― △47 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年9月期第1四半期 △2,312.71 ―

20年9月期第1四半期 △1,387.35 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年9月期第1四半期 3,084 786 25.5 22,805.16
20年9月期 3,516 890 25.3 25,837.66

（参考） 自己資本   21年9月期第1四半期  786百万円 20年9月期  890百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年9月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年9月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年9月期（予想） ――― 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成21年9月期の業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期累計期間 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 2,700 12.1 40 ― 33 ― 30 ― 869.74

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

[(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期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るもの） 

[(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年9月期第1四半期  35,211株 20年9月期  35,211株

② 期末自己株式数 21年9月期第1四半期  745株 20年9月期  745株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年9月期第1四半期  34,466株 20年9月期第1四半期  34,554株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を
適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
2.当期の業績予想には大型案件が含まれており、その時期が流動的なため、第２四半期累計期間における業績予想の発表は控えさせていただいております。 
3.本資料に記載されている業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があり
ます。  



当第1四半期会計期間におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融
危機や景気後退などの影響を受け、株式・為替市場の大幅な変動や信用収縮、企業収益の減少や雇用情勢
の急速な悪化等、極めて厳しい状況となりました。 
このような環境の中で、当社におきましては、中期経営計画（2009年9月期～2011年9月期）に盛り込ま

れた目標達成に向けて、自社が保有するコア技術を基盤とした事業モデルの見直しと事業領域の拡大に注
力してまいりました。 
当第1四半期会計期間の当社業績は、医療画像事業が好調に推移した結果、売上高は554百万円（前年同

期比26.7％増）、売上総利益は148百万円（前年同期比5.6％減）、売上総利益率は26.9％（前年同期比
9.2％減）となりました。売上総利益減少の要因は、衛星画像事業の衛星画像データ販売に関わる売上原
価の計上基準を、従来仕入契約期間内において各会計期間内に衛星画像データを販売の都度、売上原価と
して計上しておりましたものから、前事業年度下半期より、 低仕入金額を仕入れ契約期間内に売上原価
として計上することに変更したことによります。 
利益面におきましては、営業損失は46百万円（前年同期営業損失41百万円）、経常損失は、為替差損27

百万円等を計上した結果、77百万円（前年同期経常損失47百万円）、四半期純損失は79百万円（前年同期
四半期純損失47百万円）となりました。 
  
事業別の概況は以下の通りです。 
  
医療画像事業 
医療画像事業の当第1四半期売上高は311百万円（前年同期比66.2％増）となりました。売上高増加の主

な要因は、昨年4月の診療報酬改訂による院内フィルムレス加算により、PACS（医療画像保管・配信・表
示システム）関連商品の商談件数（既存顧客の増設・アップグレード案件並びに新規顧客案件）が大幅に
増加したことが挙げられます。また、遠隔画像診断支援ASPサービスにおきましては、前事業年度に開始
した検診施設向けサービスが順調に推移し、従来の病院向けサービスも、検査装置の高度化、検査量の増
加から、商談件数が大幅に増加し、売上高増加に寄与しております。 
  
衛星画像事業 
衛星画像事業の当第1四半期売上高は219百万円（前年同期比1.8％減）となりました。売上高減少の主

な要因は、官公庁向け衛星画像案件の受注が遅れていることによるものです。当社は前事業年度より2機
の衛星画像データ取扱い開始による商品ラインアップの強化、衛星画像付加価値製品の販促強化により、
上半期中の受注増に向け営業強化をしております。またソフトウェア販売では当第一四半期も堅調に売上
推移しており、特に航空・宇宙関連向けの開発案件が売上に大きく寄与しております。 
  
セキュリティ・ソリューション事業 
セキュリティ・ソリューション事業の当第1四半期売上高は23百万円（前年同期比12.2％減）となりま

した。売上高減少の主な要因は、トラップ式フェンスセンサ商品の官公庁向け案件は順調に推移しました
が、官公庁向け以外の大型案件がお客様の都合により第2四半期以降にずれ込んだことによるものです。 
  
なお、上記「前第1四半期会計期間の金額」及び「前年同期比増減率」につきましては、参考として記

載しております。 
  

① 資産、負債及び純資産の状況 
（資産） 
流動資産は、前事業年度末比421百万円減少し、2,737百万円となりました。これは、現金及び預金の増

加211百万円、有価証券の減少700百万円等によるものです。 
固定資産は、前事業年度末比10百万円減少し、347百万円となりました。これは、投資その他の資産の

減少25百万円等によるものです。 
  
（負債） 
流動負債は、前事業年度末比232百万円減少し、1,595百万円となりました。これは、買掛金の減少167

百万円等によるものです。 
固定負債は、前事業年度末比94百万円減少し、702百万円となりました。これは、長期借入金の減少95

百万円等によるものです。 
  
（純資産） 
純資産は、前事業年度末比104百万円減少し、786百万円となりました。これは、資本剰余金の減少380

百万円、利益剰余金の増加301百万円等によるものです。 

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報



  
② キャッシュ・フローの状況 
当第1四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前事業年度末に

比べ211百万円増加し、1,314百万円となりました。 
当第1四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりでありま

す。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動により支出した資金は319百万円（前年同期：営業活動により支出した資金149百万円）となり

ました。これは、仕入債務の減少額167百万円等によるものです。 
  
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動の結果得られた資金は683百万円（前年同期：投資活動の結果得られた資金156百万円）となり

ました。これは、有価証券の満期償還による収入700百万円等によるものです。 
  
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動により支出した資金は95百万円（前年同期：財務活動により支出した資金89百万円）となりま

した。これは、長期借入金の返済による支出95百万円等によるものです。 
  
なお、上記「前第1四半期会計期間の金額」につきましては、参考として記載しております。 

  

平成21年9月期（通期）の業績予想につきましては、平成20年10月31日付「平成20年9月期 決算短信
（非連結）」にて公表いたしました業績予想に変更はございません。 

  

3. 業績予想に関する定性的情報



（簡便な会計処理）  
①たな卸資産の評価方法  
当第１四半期会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末に係る実地棚
卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。  
また、たな卸資産の簿価切下げにあたっては、収益性の低下が明らかなたな卸資産についてのみ正味売
却価額を見積もり、簿価切下げを行っております。 
②固定資産の減価償却費の算定方法  
定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に
よっております。  

  

①当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に
関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務
諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
②リース取引に関する会計基準の適用  
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」（企業会計基準第13号（平成5年6月17日（企業
会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」 
（企業会計基準適用指針第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士協会会計制度委員会）、平成19年3 
月30日改正））が平成20年4月1日以後に開始する会計年度に係る四半期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、当第1四半期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。 
これによる損益に与える影響はありません。 
③「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）を当第1四半期会計期間から適用し、評価基準については、移動平均法による原価法から移動平均
法による原価法（収益性低下による簿価切り下げの方法）に変更しております。 
これによる損益に与える影響はありません。 

4. その他
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更



5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,314,774 1,102,911

受取手形及び売掛金 463,911 432,272

有価証券 100,000 800,000

商品 66,648 58,393

前渡金 685,542 730,569

その他 106,969 35,321

貸倒引当金 △797 △814

流動資産合計 2,737,049 3,158,654

固定資産   

有形固定資産 12,002 12,086

無形固定資産 17,278 2,165

投資その他の資産 318,202 343,842

固定資産合計 347,482 358,094

資産合計 3,084,532 3,516,748

負債の部   

流動負債   

買掛金 170,939 337,995

1年内返済予定の長期借入金 380,000 380,000

前受金 857,954 863,570

独占販売権契約損失引当金 79,552 160,002

その他 107,478 87,122

流動負債合計 1,595,924 1,828,690

固定負債   

社債 120,000 120,000

長期借入金 582,000 677,000

退職給付引当金 605 536

固定負債合計 702,605 797,536

負債合計 2,298,530 2,626,227

純資産の部   

株主資本   

資本金 949,601 949,601

資本剰余金 92,599 473,505

利益剰余金 △79,709 △380,906

自己株式 △111,949 △111,949

株主資本合計 850,541 930,251

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △64,538 △39,730

評価・換算差額等合計 △64,538 △39,730

純資産合計 786,002 890,520

負債純資産合計 3,084,532 3,516,748



(2)【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

(単位：千円)

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 554,002

売上原価 405,014

売上総利益 148,988

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 85,480

その他 109,913

販売費及び一般管理費合計 195,394

営業損失（△） △46,406

営業外収益  

受取利息 4,833

その他 971

営業外収益合計 5,805

営業外費用  

支払利息 7,481

為替差損 27,649

その他 2,228

営業外費用合計 37,360

経常損失（△） △77,961

特別利益  

貸倒引当金戻入額 17

特別利益合計 17

税引前四半期純損失（△） △77,944

法人税、住民税及び事業税 1,765

法人税等合計 1,765

四半期純損失（△） △79,709



(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △77,944

減価償却費 979

貸倒引当金の増減額（△は減少） △17

退職給付引当金の増減額（△は減少） 68

独占販売権契約損失引当金の増減額（△は減少） △80,449

受取利息及び受取配当金 △4,833

支払利息 7,098

為替差損益（△は益） 57,939

売上債権の増減額（△は増加） △31,639

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,254

仕入債務の増減額（△は減少） △167,055

その他 △16,371

小計 △320,478

利息及び配当金の受取額 9,798

利息の支払額 △6,219

法人税等の支払額 △2,284

営業活動によるキャッシュ・フロー △319,184

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の償還による収入 700,000

有形固定資産の取得による支出 △881

無形固定資産の取得による支出 △15,127

投資活動によるキャッシュ・フロー 683,991

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △95,000

配当金の支払額 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー △95,004

現金及び現金同等物に係る換算差額 △57,939

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 211,863

現金及び現金同等物の期首残高 1,102,911

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,314,774



当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

該当事項なし 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記



当社は、平成20年12月15日開催の定時株主総会における資本準備金の額の減少及び剰余金の処分決議に

基づき、資本準備金をその他資本剰余金に振替後、その他資本剰余金で繰越利益剰余金の欠損填補に充当

いたしました。この結果、資本剰余金が当第一四半期会計期間において380,906千円減少し、当第一四半

期会計期間末において92,599千円となっております。 

  

  

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



  

 
  

  

  

  

「参考」

前第１四半期に係る財務諸表

（要約）四半期損益計算書

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成19年12月31日)

売上高 437,384

売上原価 279,474

売上総利益 157,909

販売費及び一般管理費

 給料及び手当 85,425

 その他 113,526

 販売費及び一般管理費合計 198,951

営業損失(△） △ 41,042

営業外収益

 受取利息 1,800

 為替差益 1,911

 その他 551

 営業外収益合計 4,263

営業外費用

 支払利息 9,139

 その他 1,597

 営業外費用合計 10,737

経常損失(△） △ 47,516

特別利益

 貸倒引当金戻入額 388

 特別利益合計 388

税引前四半期純損失(△） △ 47,128

法人税、住民税及び事業税 810

法人税等合計 810

四半期純損失(△） △ 47,938




