
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

  

   

 
  

  

 

   

   

   

 

     

   

(％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成24年９月期第２四半期の業績（平成23年10月１日～平成24年３月31日）

（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 ％

24年９月期第２四半期 1,115 ― 25 ― 6 ― 5 ―
23年９月期第２四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

24年９月期第２四半期 152.17 ―
23年９月期第２四半期 ― ―   

（注）平成23年9月期第２四半期は四半期連結財務諸表を作成していたため、前年同四半期実績及び増減率について
は記載しておりません。

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年９月期第２四半期 1,725 665 38.6

23年９月期 1,422 655 46.1

(参考) 自己資本 24年９月期第２四半期 665百万円 23年９月期 655百万円

２．配当の状況

年間配当金

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

23年９月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

24年９月期 ― 0.00

24年９月期(予想) ― 0.00 0.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無

３．平成24年９月期の業績予想（平成23年10月１日～平成24年９月30日）

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

通期 2,100 7.9 70 ― 50 ― 20 ― 580.28

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無



  

   

   

   

   

   

     

 

   

 

４．その他

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

 ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

 ② ①以外の会計方針の変更 ： 無

 ③ 会計上の見積りの変更 ： 無

 ④ 修正再表示 ： 無

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年９月期２Ｑ 35,211株 23年９月期 35,211株

② 期末自己株式数 24年９月期２Ｑ 745株 23年９月期 745株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年９月期２Ｑ 34,466株 23年９月期２Ｑ 34,466株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の
前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P.3「業績予想に関する定性的
情報」をご覧ください。

・連結子会社でありました株式会社イメージワン ソリューションズを平成23年６月30日に吸収合併したことにより、
連結子会社が存在しなくなったため、前第３四半期累計期間から非連結の開示となっております。

・前四半期累計期間においては四半期損益計算書の開示を行っていないため、前四半期累計期間の四半期損益計算書
を記載しておりません。
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当第２四半期におけるわが国経済は、海外経済の減速や円高の影響等から足踏み状態が続いておりま

すが、被災復興に伴う設備投資の緩やかな増加基調、個人消費の底堅さ、公共投資の下げ止まり、およ

び住宅投資の持ち直し等の動きがみられ始めております。 

  

このような環境の中、当第２四半期累計期間における業績は、売上高1,115百万円、営業利益25百万

円、経常利益6百万円、四半期純利益5百万円となりました。 

  

連結子会社でありました株式会社イメージワン ソリューションズを平成23年６月30日に吸収合併し

たことにより、連結子会社が存在しなくなったため、当第２四半期累計期間は非連結での開示となって

おります。このため、前年同四半期との比較は行っておりません。   

  

セグメント別の概況は以下の通りです。   

  なお、セグメント別の業績については、前年同四半期の提出会社におけるセグメント数値との比較を

行っております。 

  

医療画像事業  

 医療画像事業では、当社の主力製品であるPACS（医療画像保管・配信・表示システム）事業の基盤強

化および前期より販売開始したConnectio RIS（放射線科情報システム）に加え、診療科の枠を超えた

情報一元管理が可能となるConnectio MeD（病院情報統合システム）の投入により事業領域の拡大を推

進しております。 

  当第２四半期は、公立病院からのPACS、RIS案件の受注件数は堅調に推移しておりますが、価格競争

によるPACSの低価格化および新規商品の開発要員増加等のコスト増により、売上高は771百万円（前年

同期比6.0％減）、営業利益は106百万円（同28.6％減）となりました。 

  また、関西地区の当社既存顧客へのサービス充実と新規営業強化を目的として、平成24年2月1日付け

で大阪市北区梅田に「大阪営業所」を開設いたしました。本営業強化策は当第3四半期以降の売上計画

において実績貢献となることを見込んでおります。 

  

衛星画像事業  

 衛星画像事業では、衛星画像データ販売に加え、これまでに蓄積した解析技術を生かした高付加価値

（変化抽出、オルソ画像、フル偏波解析、地表面変動解析、海上監視等）の新規事業構築にも取り組

み、人工衛星からUAV（小型無人飛行機）、携帯型分光放射計、水害・土砂災害・火山災害のモニタリ

ング等の地球環境分野へと事業領域の拡大を推進しております。 

 当第２四半期は、レーダ衛星を用いた安全保障分野向け大型案件、UAV、携帯型分光放射計、PIV（海

象監視）システムおよび計測サービスが順調に推移した結果、売上高は344百万円（前年同期比26.7％

増）、営業利益は24百万円（同90百万円増）となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報
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（資産） 

流動資産は、1,299百万円（前事業年度末比32.3%増）となりました。これは、受取手形及び売掛金が

386百万円増加したことなどによります。 

固定資産は、426百万円（同3.1%減）となりました。これは、無形固定資産のその他に含まれるソフ

トウェアが30百万円減少したことなどによります。 

この結果、総資産は、1,725百万円（同21.4%増）となりました。 

  

（負債） 

流動負債は、955百万円（前事業年度末比28.9%増）となりました。これは、買掛金が178百万円、短

期借入金が235百万円増加し、１年内返済予定の長期借入金が79百万円、前受金が89百万円減少したこ

となどによります。 

固定負債は、105百万円（同321.2％増）となりました。これは、社債（銀行引受私募債）が85百万円

増加したこと等によります。 

この結果、負債合計は、1,060百万円（同38.4%増）となりました。 

  

（純資産） 

純資産合計は、665百万円（前事業年度末比1.4%増）となりました。これは、利益剰余金が5百万円増

加したことなどによります。 

  

  

平成24年9月期（通期）の業績予想につきましては、平成23年10月31日付「平成23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。 

（２）財政状態に関する定性的情報

（３）業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期財務諸表
（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成23年９月30日)

当第２四半期会計期間
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 239,043 237,471

受取手形及び売掛金 448,544 834,921

商品 25,391 38,531

仕掛品 6,812 27,749

前渡金 221,563 142,699

その他 41,670 19,287

貸倒引当金 △1,101 △1,232

流動資産合計 981,923 1,299,429

固定資産

有形固定資産 6,533 5,485

無形固定資産

画像データならびに同作成権及び販売権 166,200 166,200

その他 153,891 131,914

無形固定資産合計 320,091 298,114

投資その他の資産

投資有価証券 71,902 75,032

その他 41,566 47,635

投資その他の資産合計 113,469 122,667

固定資産合計 440,094 426,268

資産合計 1,422,018 1,725,698

負債の部

流動負債

買掛金 255,046 433,682

短期借入金 125,000 360,000

1年内償還予定の社債 40,000 14,200

1年内返済予定の長期借入金 114,493 34,598

前受金 91,435 2,238

リース債務 1,526 1,552

未払法人税等 1,347 2,986

契約損失引当金 52,064 26,776

製品保証引当金 2,841 3,801

その他 57,326 75,461

流動負債合計 741,081 955,297

固定負債

社債 － 85,800

長期借入金 19,600 14,800

リース債務 4,403 3,620

退職給付引当金 955 917

固定負債合計 24,959 105,138

負債合計 766,040 1,060,435
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(単位：千円)

前事業年度
(平成23年９月30日)

当第２四半期会計期間
(平成24年３月31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 △242,578 △237,333

自己株式 △111,949 △111,949

株主資本合計 687,672 692,917

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △29,860 △26,730

繰延ヘッジ損益 △1,835 △925

評価・換算差額等合計 △31,695 △27,655

純資産合計 655,977 665,262

負債純資産合計 1,422,018 1,725,698
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（２）四半期損益計算書
第２四半期累計期間

（単位：千円）

当第２四半期累計期間
(自 平成23年10月１日
至 平成24年３月31日)

売上高 1,115,674

売上原価 850,291

売上総利益 265,383

販売費及び一般管理費 240,109

営業利益 25,273

営業外収益

受取利息 63

受取配当金 902

その他 108

営業外収益合計 1,074

営業外費用

支払利息 4,721

為替差損 1,631

支払手数料 12,903

その他 377

営業外費用合計 19,634

経常利益 6,713

特別損失

固定資産除却損 3

特別損失合計 3

税引前四半期純利益 6,710

法人税、住民税及び事業税 1,465

法人税等合計 1,465

四半期純利益 5,244
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該当事項はありません。 

  

（セグメント情報） 

当第２四半期累計期間（自 平成23年10月１日 至 平成24年３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)１ 調整額に記載されているセグメント利益には各報告セグメントに配分していない全社費用△106,568千円

が含まれております。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。 

  

２．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。 

  

  

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（単位：千円）

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期損益計
算書計上額
(注)２ 医療画像

事業
衛星画像
事業

合計

売上高

外部顧客への売上高 771,141 344,533 1,115,674 ― 1,115,674

セ グ メ ン ト 間 の 内 部 

売上高又は振替高
― ― ― ― ―

計 771,141 344,533 1,115,674 ― 1,115,674

セグメント利益 106,885 24,957 131,842 △106,568 25,273

 ２ セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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