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1.  平成22年9月期第1四半期の連結業績（平成21年10月1日～平成21年12月31日） 

（注）平成21年9月期第2四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成21年9月期第1四半期については記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

（注）平成21年9月期第2四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成21年9月期第1四半期については記載しておりません。 
 

(1) 連結経営成績（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 ％

22年9月期第1四半期 598 ― △44 ― △34 ― △35 ―

21年9月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

22年9月期第1四半期 △1,040.91 ―

21年9月期第1四半期 ― ―

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

22年9月期第1四半期 2,367 775 32.8 22,512.25
21年9月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   22年9月期第1四半期  775百万円 21年9月期  ―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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年9月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

22年9月期 ―

22年9月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年9月期の連結業績予想（平成21年10月1日～平成22年9月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結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 
連結累計期間

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 2,500 ― 87 ― 75 ― 70 ― 2,030.99



4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
(注) 詳細は、5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) 四半期連結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るもの） 

(注) 詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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2四半期累計期における業績予想は発表は控えさせていただいておりま
す。 
2.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、実績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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年9月期第1四半期 35,211株 21年9月期  35,211株

② 期末自己株式数 22年9月期第1四半期  745株 21年9月期  745株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年9月期第1四半期 34,466株 21年9月期第1四半期 34,466株



平成21年9月期第2四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、前第1四半期は非連結業績とな

りますが、当第1四半期連結会計期間（自 平成21 年10月1日 至 平成21年12月31日）の連結決算によ

る業績の影響は軽微であるため、前年同期の非連結業績と比較しております。 

当第1四半期連結会計期間におけるわが国経済は、金融危機後世界経済に不安が残る中、アジア向けを

中心に輸出は増加し生産活動は持ち直しつつありますが、国内向け事業は引き続き厳しい状態にありま

す。 

このような厳しい環境の中で、当社のコア事業である医療画像事業、衛星画像事業とも前年同期売上実

績を上回る成果をあげた結果、売上高は、598百万円となり前年同期比8.1％増加しました。 

営業損失は44百万円となり、前年同期比1百万円改善しました。経常損失は34百万円となり、前年同期

比42百万円の改善、また当期純損失は35百万円となり、前年同期比43百万円の改善となりました。 

  

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1四半期連結会計期間の売上高は350百万円、営業利益は19百万円となり、前年同期

売上高311百万円を38百万円上回りましたが、前年同期営業利益63百万円より43百万円下回りました。増

収の主な要因は、前期の投資効果の結実（東北営業所の開設、24時間365日対応のコールセンター開設

等）と医療画像市場の成長による商談件数の順調な増加によるものです。 

減益の要因につきましては、医療画像市場の競争激化に対応する営業・開発人員の増加による販売費の

増加によるものです。 

当第2四半期以降は放射線科統合情報システム市場への本格的参入等により、営業利益率は改善の見込

みです。 

  

衛星画像事業 

衛星画像事業の当第1四半期連結会計期間の売上高は240百万円、営業損失は5百万円となり、前年同期

売上高219百万円を21百万円上回りました。営業損失も前年同期21百万円より17百万円改善しました。 

増収、利益改善の主な要因は、昨年から取り組んでいる衛星画像事業部の改革が実を結びつつあること

によります。特に最重要案件として強力に推進している農業分野向けSＡＲ画像事業が大きく貢献したこ

とによるものです。 

また計測機器についても、既存顧客である官公庁・研究機関以外に市場拡大を図った結果、民間分野へ

の販売が増加したことも増収、利益改善に寄与した要因となりました。 

  

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1四半期連結会計期間の売上高は8百万円、営業損失は1百万

円となり、前年同期売上高23百万円を15百万円下回りましたが、営業損失については前年同期とほぼ同額

となりました。 

  

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報



平成21年9月期第2四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同期比較は記載しておりま

せん。 

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

流動資産は、1,670百万円となりました。主な内訳は、現金及び預金の555百万円、受取手形及び売掛金

354百万円、前渡金656百万円等であります。 

固定資産は、697百万円となりました。主な内訳は、無形固定資産259百万円、投資有価証券264百万円

等であります。 

この結果、当第1四半期連結会計期間末の資産合計は、2,367百万円となりました。 

（負債） 

流動負債は、1,252百万円となりました。主な内訳は、買掛金193百万円、1年内返済予定の長期借入金

369百万円、前受金588百万円等であります。 

固定負債は、339百万円となりました。主な内訳は、社債80百万円、長期借入金258百万円等でありま

す。 

この結果、当第1四半期連結会計期間末の負債合計は、1,591百万円となりました。 

（純資産） 

純資産は、775百万円となりました。主な内訳は、資本金949百万円、資本剰余金92百万円、利益剰余金

△127百万円、自己株式△111百万円等であります。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当第1四半期連結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、455百万円と

なりました。 

当連結会計年度末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21百万円となりましたが、これは増収基調に伴う売上債権の増加による

支出82百万円、仕入債務の増加による収入65百万円及び税金等調整前四半期純損失34百万円（前年同期税

引前四半期純損失77百万円）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96百万円となりました。これは主として、定期預金の払戻による収入

100百万円、無形固定資産の取得による支出2百万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97百万円となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出

97百万円によるものです。 

  

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報



平成22年9月期（通期）の業績予想につきましては、平成21年10月30日付「平成21年9月期 決算短信
（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。 

  
  

該当事項はありません。 

  

（簡便な会計処理）  
①たな卸資産の評価方法  
当第3四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。  

  

該当事項はありません。 

  

連結納税制度の適用 

当第1四半期連結会計期間より連結納税制度を適用しております。 

  

    

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結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

(4) 追加情報



5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：千円)

当第1四半期連結会計期間末 
(平成21年12月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 555,205

受取手形及び売掛金 354,480

商品 53,660

前渡金 656,465

その他 50,817

貸倒引当金 △482

流動資産合計 1,670,148

固定資産  

有形固定資産 13,506

無形固定資産 259,902

投資その他の資産  

投資有価証券 264,484

その他 159,836

投資その他の資産合計 424,320

固定資産合計 697,729

資産合計 2,367,877

負債の部  

流動負債  

買掛金 193,206

1年内償還予定の社債 40,000

1年内返済予定の長期借入金 369,600

未払法人税等 3,221

前受金 588,419

その他 58,240

流動負債合計 1,252,688

固定負債  

社債 80,000

長期借入金 258,400

退職給付引当金 881

固定負債合計 339,281

負債合計 1,591,970



(単位：千円)

当第1四半期連結会計期間末 
(平成21年12月31日) 

純資産の部  

株主資本  

資本金 949,601

資本剰余金 92,599

利益剰余金 △127,482

自己株式 △111,949

株主資本合計 802,768

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 △26,861

評価・換算差額等合計 △26,861

純資産合計 775,907

負債純資産合計 2,367,877



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第1四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 598,988

売上原価 471,292

売上総利益 127,696

販売費及び一般管理費 172,396

営業損失（△） △44,699

営業外収益  

受取利息 2,320

受取配当金 90

為替差益 12,617

持分法による投資利益 372

その他 686

営業外収益合計 16,086

営業外費用  

支払利息 4,785

支払手数料 1,562

その他 0

営業外費用合計 6,348

経常損失（△） △34,961

特別利益  

貸倒引当金戻入額 172

特別利益合計 172

特別損失  

固定資産除却損 31

特別損失合計 31

税金等調整前四半期純損失（△） △34,821

法人税、住民税及び事業税 1,054

法人税等合計 1,054

四半期純損失（△） △35,875



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第1四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21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損失（△） △34,821

減価償却費 4,365

貸倒引当金の増減額（△は減少） △172

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,350

受取利息及び受取配当金 △2,410

支払利息 4,785

為替差損益（△は益） 397

持分法による投資損益（△は益） △372

有形固定資産除却損 31

売上債権の増減額（△は増加） △82,880

たな卸資産の増減額（△は増加） 19,044

仕入債務の増減額（△は減少） 65,454

前受金の増減額（△は減少） △118,282

前渡金の増減額（△は増加） 82,697

その他 43,890

小計 △19,621

利息及び配当金の受取額 6,176

利息の支払額 △4,237

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △4,292

営業活動によるキャッシュ・フロー △21,974

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △750

無形固定資産の取得による支出 △2,328

定期預金の払戻による収入 100,000

投資活動によるキャッシュ・フロー 96,921

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 △97,400

財務活動によるキャッシュ・フロー △97,400

現金及び現金同等物に係る換算差額 △397

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △22,851

現金及び現金同等物の期首残高 478,056

現金及び現金同等物の四半期末残高 455,205



該当事項はありません 

  

  

  

当第1四半期連結累計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日) 

  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

(1) 医療画像事業・・・・・医療画像保管・配信・表示システム、マンモ検診向けシステム 

(2) 衛星画像事業・・・・・衛星画像、ソフトウェア、計測機器 

(3) セキュリティ事業・・・自動復帰型トラップ式フェンスセンサ 

  

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社および在外支店が存在しないため、該当事項はありませ
ん。 
  

海外売上高が連結売上高の10%未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

  

該当事項はありません 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

医療画像事業 衛星画像事業
セキュリティ
事       業

計
消 去 又 は 
全       社

連結

   (千円)    (千円)   (千円)   (千円)   (千円)    (千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

350,173 240,580 8,235 598,988 ― 598,988

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 350,173 240,580 8,235 598,988 0 598,988

営業利益又は営業損失 (△) 19,754 △5,070 △1,084 13,599 △58,299 △44,699

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



当社は、平成21年9月期第2四半期より連結財務諸表を作成しており、それ以前については連結財務  

 諸表を作成しておりませんので、以下に前第1四半期累計期間に係わる個別損益計算書を記載してお  

 ります。  

 
  

  

  

  

「参考」

前第1四半期累計期間損益計算書

(単位：千円)

前第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




