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(百万円未満切捨て)

1. 平成23年9月期第２四半期の連結業績（平成22年10月1日～平成23年3月31日）

 (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 ％

23年9月期第２四半期 1,100 △19.1 △13 － 13 △70.0 7 △83.7 

22年9月期第２四半期 1,360 － 33 － 44 － 43 － 

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

23年9月期第２四半期 206. 19 －

22年9月期第２四半期 1,266. 46 －

 (2) 連結財政状態

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

23年9月期第２四半期 1,917 829 43.3 24,064 37

22年9月期 1,932 844 43.7 24,505 84

(参考) 自己資本 23年9月期第２四半期 829百万円 22年9月期 844百万円

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

22年9月期 － 0. 00 － 0. 00 0. 00

23年9月期 － 0. 00

23年9月期(予想) － 0. 00 0. 00

3. 平成23年9月期の連結業績予想（平成22年10月1日～平成23年9月30日）
(％表示は、通期は対前期)

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 2,400 8.2 75 135.9 55 83.4 35 119.3 1,015. 49



  

 
(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

 
(注) 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の有無となります。 

 
(注) 「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、表示方法等の変更の有無となります。 

 
  

・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。 

  

1.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。 

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。 

  

4. その他（詳細は、【添付資料】P.4 「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規 － 社 ( 社名        ) 、 除外 － 社  ( 社名        )

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

(4) 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) 23年9月期2Ｑ 35,211株 22年9月期2Ｑ 35,211株

② 期末自己株式数 23年9月期2Ｑ 745株 22年9月期2Ｑ 745株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年9月期2Ｑ 34,466株 22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

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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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、震災の影響により、生産面を中心に下押し圧力の

強い状態にあります。震災後、生産設備の毀損、サプライチェーンにおける障害、電力供給の制約など

から、一部の生産活動が大きく低下しており、輸出や国内民間需要にも相応の影響が及んでおります。

このような状況の中、当社は医療画像と衛星画像の2つの画像事業を軸に再構築を推し進め、新し

く、地球環境分野に向けた付加価値商品の開発などに積極的に取り組んでおります。その結果、医療画

像事業に関しましては順調に推移いたしましたが、衛星画像事業における安全保障分野での不調等があ

り、当第２四半期累計における連結業績は、売上高1,100百万円（前年同期比△19.1％）、営業損失13

百万円（前年同期比△46百万円）、経常利益13百万円（前年同期比△70.0％）、当期純利益7百万円

（前年同期比△83.7％）となりました。 

当社の推し進める健康・環境分野は共に政府の新成長戦略分野でもあることから、今後とも拡大基調

にあると認識し、事業基盤増強のための投資や技術開発を継続してまいります。 

  

事業別の概況は以下の通りです。 

  

医療画像事業  

医療画像事業は、売上高820百万円（前年同期比△1.3％）、営業利益150百万円（前年同期比125.0％）

となりました。 

 震災による物流面での影響等により減収となりましたが、医療画像マーケットの成長による商談件数

の増加基調は継続しております。収益面では、新規商品投入のための営業・開発人員の増加によるコス

トの増加はあるものの、付加価値の高いカスマイズ案件の増加、および放射線科情報システム（RIS）

案件の好調な受注により堅調に推移しました。 

 また、「イメージワン ヘルプデスク」（24時間365日受付）では、東日本大震災で影響を受けた顧客

の皆様へ、できる限りのサポートを提供しております。 

  

衛星画像事業  

衛星画像事業は、売上高271百万円（前年同期比△46.6％）、営業損失65百万円（前年同期対比△86百

万円）となりました。 

 主な要因は、光学衛星であるSPOT衛星画像データの安全保障分野でのニーズ低迷、および画像判読ソ

フトウェアの販売終了によるものです。なお、合成開口レーダーを搭載したRADARSAT衛星画像データの

拡販、新型の携帯型分光放射計の販売開始に加え、海上監視事業等の付加価値の高い新規事業に積極的

に取り組んでおります。 

 また、当社の技術力を活かし、RADARSAT衛星画像データを用いて、東日本大震災およびニュージーラ

ンド地震前後の災害状況の変化抽出の実施により、被災状況の把握や復興支援に有益な情報発信に努め

ております。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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当第２四半期連結会計期間末の総資産は1,917百万円（前期末比△14百万円）となりました。これは

主に、仕入にかかる前渡金の減少によるものです。 

負債総額は1,088百万円（前期末比0百万円）となりましたが、これは主に、仕入債務が増加した反

面、借入金の返済、社債の償還など有利子負債が減少したことによるものです。 

この結果、純資産額は、829百万円（前期末比△15百万円）となりました。 

  

キャッシュ・フローの状況 

営業活動によるキャッシュ・フローでは、主に仕入債務の増加等により資金が24百万円増加（前年同

四半期比184百万円増加）しました。 

投資活動によるキャッシュ・フローでは、主に定期預金の払い戻し等により資金が139百万円増加

（前年同四半期比70百万円減少）しました。 

財務活動によるキャッシュ・フローでは、主に借入金の返済などにより資金が145百万円の減少（前

年同四半期比69百万円増加）となりました。 

この結果、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の残高は、前期末に比べて29百

万円増加し、244百万円となりました。 

  

  

平成23年9月期（通期）の業績予想につきましては、平成22年10月29日付「平成22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。 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(3) 連結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。 

  

  

（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。 

 ③契約損失引当金の見積方法 

  契約損失引当金（「不利な契約に基づく」損失見込み額）の見積りに当り、当第２四半期会計期  

  間末における契約損失引当金が、前事業年度末に見積った契約損失引当金から著しく変動してい  

  るものと認められる契約を除き、前事業年度末に見積った契約損失引当金を、当第２四半期会計 

  期間末における契約損失引当金の見積額とする方法によっております。 

  

  

 （会計処理基準に関する事項の変更） 

 ①「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

  第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年 

  ３月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告 

  第24号 平成20年３月10日）を適用しております。 

  これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

 ②「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３

月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年

3月31日）を適用しております。 

  これにより、第2四半期連結累計期間の営業損失は229千円増加、経常利益は229千円減少 

  し、税金等調整前四半期純利益は4,655千円減少しております。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 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23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22年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 248,764 393,742

受取手形及び売掛金 673,606 440,940

商品 21,590 25,037

仕掛品 6,602 14,056

前渡金 341,809 460,171

その他 28,635 27,373

貸倒引当金 △703 △474

流動資産合計 1,320,305 1,360,848

固定資産

有形固定資産 8,275 9,203

無形固定資産 301,636 287,585

投資その他の資産

投資有価証券 239,570 220,798

その他 47,874 54,043

投資その他の資産合計 287,444 274,842

固定資産合計 597,356 571,631

資産合計 1,917,662 1,932,479

負債の部

流動負債

買掛金 420,483 160,788

短期借入金 130,000 130,000

1年内償還予定の社債 60,000 40,000

1年内返済予定の長期借入金 190,620 263,600

前受金 183,685 309,880

リース債務 1,500 1,475

未払法人税等 2,917 4,748

契約損失引当金 20,870 11,946

その他 47,600 42,797

流動負債合計 1,057,677 965,237

固定負債

社債 － 40,000

長期借入金 24,400 75,700

リース債務 5,173 5,930

退職給付引当金 1,008 994

固定負債合計 30,582 122,624

負債合計 1,088,259 1,087,861
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成23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22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 △68,543 △75,649

自己株式 △111,949 △111,949

株主資本合計 861,708 854,601

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △32,193 △22,282

繰延ヘッジ損益 △112 12,298

評価・換算差額等合計 △32,305 △9,983

純資産合計 829,402 844,618

負債純資産合計 1,917,662 1,932,479

㈱イメージワン （2667）　平成23年９月期 第２四半期決算短信

－6－



(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21年10月１日
至 平成22年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年10月１日
至 平成23年３月31日)

売上高 1,360,449 1,100,360

売上原価 994,277 866,975

売上総利益 366,171 233,385

販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費 332,622 246,798

営業利益又は営業損失（△） 33,549 △13,412

営業外収益

受取利息 1,722 984

受取配当金 90 90

為替差益 － 6,869

投資有価証券売却益 14,125 －

持分法による投資利益 15,013 28,682

その他 694 1,166

営業外収益合計 31,645 37,793

営業外費用

支払利息 8,833 7,124

為替差損 7,797 －

支払手数料 3,825 3,460

その他 0 381

営業外費用合計 20,457 10,966

経常利益 44,737 13,414

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 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 4,426

特別損失合計 31 4,426

税金等調整前四半期純利益 44,883 8,988

法人税、住民税及び事業税 1,233 1,882

法人税等合計 1,233 1,882

少数株主損益調整前四半期純利益 － 7,106

四半期純利益 43,649 7,106
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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21年10月１日
至 平成22年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年10月１日
至 平成23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 44,883 8,988

減価償却費 8,809 20,573

貸倒引当金の増減額（△は減少） 273 228

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,455 14

契約損失引当金の増減額（△は減少） － 8,923

受取利息及び受取配当金 △3,580 △1,074

支払利息 8,833 7,124

為替差損益（△は益） 1,113 △13,757

持分法による投資損益（△は益） △15,013 △28,682

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） △326,633 △232,666

たな卸資産の増減額（△は増加） 29,240 10,902

仕入債務の増減額（△は減少） 126,273 259,695

前受金の増減額（△は減少） △234,099 △126,195

前渡金の増減額（△は増加） 134,498 118,362

その他 83,871 1,726

小計 △155,309 34,162

利息及び配当金の受取額 8,018 158

利息の支払額 △8,411 △6,869

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △4,351 △3,120

営業活動によるキャッシュ・フロー △160,053 24,332

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 △742

無形固定資産の取得による支出 △11,474 △24,628

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 100,000 168,765

定期預金の預入による支出 － △4,000

投資活動によるキャッシュ・フロー 209,767 139,395

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 － 200,000

短期借入金の返済による支出 － △200,000

長期借入れによる収入 － 50,000

長期借入金の返済による支出 △194,800 △174,280

リース債務の返済による支出 － △731

社債の償還による支出 △20,000 △20,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △214,800 △145,011

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,113 10,806

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △166,199 29,522

現金及び現金同等物の期首残高 478,056 215,242

現金及び現金同等物の四半期末残高 311,857 244,764
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該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

  

前第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。 

  

前第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。 

  

   (追加情報) 

第1四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平
成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針
第20号 平成20年３月21日)を適用しております。 

  

    ①  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会
が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ
ります。当社は「医療画像事業」及び「衛星画像事業」の２つを報告セグメントとしております。 
 「医療画像事業」は医療画像保管・配信・表示システム、マンモ検診向けシステム等の販売をしてお
ります。「衛星画像事業」は、衛星画像、ソフトウェア、計測機器等の販売をしております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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

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】

【海外売上高】

【セグメント情報】

㈱イメージワン （2667）　平成23年９月期 第２四半期決算短信

－9－



  
    ②  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 

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年10月１日  至  平成23年３月31日) 

 
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、セキュリティ事業を含んでおりま

す。 

２ 調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用△100,702千円が含まれおります。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。      

３ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

    ③  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。 

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注) 1

合計
調整額

 (注) 2

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注) 3医療画像 衛星画像 計

売上高

 外部顧客への売上高 820,500 271,920 1,092,421 7,939 1,100,360 ― 1,100,360

 セグメント間の内部売上高 
 又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 820,500 271,920 1,092,421 7,939 1,100,360 ― 1,100,360

セグメント利益又は損失(△) 150,605 △65,322 85,282 2,006 87,289 △ 100,702 △13,412

(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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