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当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外経済の改善や各種経済対策の効果などから、輸

出や生産は増加を続け企業の業況感は引き続き改善しているものの、国内民間需要の自律的回復力はなお

弱い状態にあります。 

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は、前年同期売上実績を大きく上回

りましたが、衛星画像事業、セキュリティ・ソリューション事業とも前年同期売上実績を下回った結果、

売上高は、1,360百万円となり前年同期比0.4％の増加にとどまりました。 

営業利益は33百万円となり、前年同期比63.0％の減少、経常利益は44百万円となり、前年同期比48.8％

の減少、四半期純利益は43百万円となり、前年同期比49.0％の減少となりました。 

  

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2四半期連結累計期間の売上高は831百万円、営業利益は120百万円となり、売上高

は前年同期を106百万円(14.6%増）上回りましたが、営業利益は51百万円下回りました。増収の要因は、

当第1四半期連結累計期間に引き続き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、新規商品投入のための営業・開発人員の増加による販売費の増加によるも

のですが、第3四半期以降はコスト低減努力及び投資効果の具現化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2四半期連結累計期間の売上高は509百万円、営業利益は21百万円となり、売上高は

前年同期を59百万円、営業利益は47百万円下回りました。 

当第2四半期連結会計期間に、売上高が伸び悩んだ要因は、官公庁向け既存衛星画像データ販売の減少

によるものです。しかし、予てより取り組んでおります農業分野向けSＡＲ（レーダー衛星）画像事業

は、当期中に大型案件の契約を予定しており、今後の業績に大きく寄与するものと考えております。 

計測機器については、農業及び環境分野の市場が拡大し順調に販売が伸びておりますが、官公庁向け既

存衛星画像データ販売の落ち込みを埋めるには至りませんでした。 

  

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2四半期連結累計期間の売上高は20百万円、営業利益は0百万

円となり、売上高は前年同期を40百万円、営業利益は3百万円下回りました。 

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて7.7%減少し、1,692百万円となりました。これは、受取手形及

び売掛金が326百万円増加し、現金及び預金が266百万円、前渡金が134百万円減少したことなどによりま

す。 

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

イメージワン（2667）平成22年9月期　第2四半期決算短信

3



固定資産は、前連結会計年度末に比べて13.1%減少し、600百万円となりました。これは、投資その他の

資産が96百万円減少したことなどによります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて9.2%減少し、2,293百万円となりました。 

  

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて9.8%減少し、1,174百万円となりました。これは、買掛金が126

百万円増加し、前受金が234百万円減少したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて43.5%減少し、238百万円となりました。これは、長期借入金が

161百万円減少したことなどによります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて18.0%減少し、1,412百万円となりました。 

  

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて9.8%増加し、2,293百万円となりました。これは、利益剰余

金が43百万円、その他有価証券評価差額金が35百万円増加したことによります。 

  

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（以下、「資金」という。）は、311百万円と

なりました。 

当第2四半期連結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160百万円となりました。これは主として、売上債権の増加による支出

326百万円、仕入債務の増加126百万円、前受金の減少234百万円などによるものです。 

  

（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209百万円となりました。これは主として、投資有価証券の売却による

収入121百万円、定期預金の払戻による収入100百万円などによるものです。 

  

（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214百万円となりました。これは主として、長期借入金の返済による支

出194百万円などによるものです。 

  

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）」のとおり変更はございません。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

イメージワン（2667）平成22年9月期　第2四半期決算短信
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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  
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、連結会計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。  

  

  

四半期連結損益計算書における販売費及び一般管理費の表示につきましては、前連結累計期間は主要

な費目を区分掲記しておりましたが、当連結累計期間より一括掲記しております。 

  

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。 

  

  

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

イメージワン（2667）平成22年9月期　第2四半期決算短信
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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２四半期連結会計期間末
(平成22年３月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 411,857 678,056

受取手形及び売掛金 598,233 271,599

商品 43,465 72,705

前渡金 604,664 739,162

その他 35,390 73,022

貸倒引当金 △928 △654

流動資産合計 1,692,682 1,833,894

固定資産

有形固定資産 12,086 14,130

無形固定資産 266,048 257,897

投資その他の資産 322,479 419,297

固定資産合計 600,614 691,325

資産合計 2,293,296 2,525,219

負債の部

流動負債

買掛金 254,025 127,752

1年内償還予定の社債 40,000 40,000

1年内返済予定の長期借入金 353,100 386,100

前受金 472,602 706,701

未払法人税等 4,157 5,976

その他 50,267 34,962

流動負債合計 1,174,153 1,301,493

固定負債

社債 60,000 80,000

長期借入金 177,500 339,300

退職給付引当金 777 2,232

固定負債合計 238,277 421,532

負債合計 1,412,430 1,723,026

イメージワン（2667）平成22年9月期　第2四半期決算短信
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年３月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 949,601 949,601

資本剰余金 92,599 92,599

利益剰余金 △47,957 △91,607

自己株式 △111,949 △111,949

株主資本合計 882,294 838,644

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,428 △36,450

評価・換算差額等合計 △1,428 △36,450

純資産合計 880,865 802,193

負債純資産合計 2,293,296 2,525,219

イメージワン（2667）平成22年9月期　第2四半期決算短信

7



(2) 【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年10月１日
至 平成21年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 1,354,572 1,360,449

売上原価 896,894 994,277

売上総利益 457,677 366,171

販売費及び一般管理費

給料及び手当 154,522 －

その他 212,586 －

販売費及び一般管理費 367,108 332,622

営業利益 90,569 33,549

営業外収益

受取利息 7,894 1,722

受取配当金 － 90

有価証券売却益 － 14,125

持分法による投資利益 4,722 15,013

その他 4,687 694

営業外収益合計 17,305 31,645

営業外費用

支払利息 13,686 8,833

為替差損 － 7,797

支払手数料 4,465 3,825

その他 2,269 0

営業外費用合計 20,421 20,457

経常利益 87,452 44,737

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 178

特別利益合計 － 178

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利益 87,452 44,883

法人税、住民税及び事業税 1,905 1,233

法人税等合計 1,905 1,233

四半期純利益 85,546 43,649

イメージワン（2667）平成22年9月期　第2四半期決算短信
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年10月１日
至 平成21年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成22年３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 87,452 44,883

減価償却費 2,253 8,809

貸倒引当金の増減額（△は減少） 66 273

退職給付引当金の増減額（△は減少） 109 △1,455

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 △7,894 △3,580

支払利息 13,686 8,833

為替差損益（△は益） 84,836 1,113

持分法による投資損益（△は益） △4,722 △15,013

投資有価証券売却損益（△は益） － △12,357

有形固定資産除却損 － 31

売上債権の増減額（△は増加） △174,241 △326,633

たな卸資産の増減額（△は増加） 15,452 29,240

仕入債務の増減額（△は減少） △167,300 126,273

前受金の増減額（△は減少） － △234,099

前渡金の増減額（△は増加） － 134,498

その他 △240,551 83,871

小計 △471,303 △155,309

利息及び配当金の受取額 12,158 8,018

利息の支払額 △12,648 △8,411

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,284 △4,351

営業活動によるキャッシュ・フロー △474,078 △160,053

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 800,000 －

有形固定資産の取得による支出 △2,263 △750

無形固定資産の取得による支出 △38,982 △11,474

投資有価証券の取得による支出 △1,762 －

投資有価証券の売却による収入 － 121,991

定期預金の払戻による収入 － 100,000

定期預金の預入による支出 △300,000 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 456,991 209,767

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 △190,000 △194,800

社債の償還による支出 △20,000 △20,000

その他 △524 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △210,524 △214,800

現金及び現金同等物に係る換算差額 △84,836 △1,113

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △312,448 △166,199

現金及び現金同等物の期首残高 1,102,911 478,056
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年10月１日
至 平成21年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成22年３月31日)

現金及び現金同等物の四半期末残高 790,463 311,857
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該当事項はありません。 

  

  

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年10月１日 至 平成21年３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、空間情報解析・シミュレーション用ソフトウェア 

(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 

  

当第2四半期連結累計期間(自 平成21年10月１日 至 平成22年3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 

  

  

前第2四半期連結累計期間(自 平成20年10月１日 至 平成21年3月31日)及び、当第2四半期連結累計

期間（自 平成21年10月１日 至 平成22年3月31日) 

  

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。 

  

(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

725,113 568,512 60,945 1,354,572 ― 1,354,572

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 725,113 568,512 60,945 1,354,572 ― 1,354,572

営業利益又は営業損失 (△) 171,931 68,646 3,646 244,223 △153,654 90,569

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

831,288 509,045 20,114 1,360,449 ― 1,360,449

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 831,288 509,045 20,114 1,360,449 ─ 1,360,449

営業利益又は営業損失 (△) 120,469 21,142 145 141,756 △108,207 33,549

【所在地別セグメント情報】
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前第2四半期連結累計期間(自 平成20年10月１日 至 平成21年3月31日)及び、当第2四半期連結累計

期間（自 平成21年10月１日 至 平成22年3月31日) 

  

  
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。 

  

【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
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