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大型案件を失注したことが大幅な減収要因となり

ました。加えて、2009年より衛星画像を用いて、

地盤変動を調査するビジネスの立ち上げを進めて

きましたが、事業環境の変化により投資額の回収

が見込めなくなったため、無形固定資産「画像デー

タならびに同作成権及び販売権」について減損

処理を実施し、約1億7千万円の特別損失を計上し

ました。

医療画像事業につきましては、地域医療

連携を視野に病院のIT化が進む中、いか

にして「1患者・1カルテ」構想のEHR（電子健康

記録）の実現に貢献していけるかが当社に課せら

れた使命であると考えており、「ConnectioRIS」及

び「ConnectioMeD」の拡販に今後より一層注力

していきます。

第30期は特に医療画像事業を中心に

「営業強化」に注力していくとともに、 

「収益改善」にも注力し、早期に収益基盤を確

立していきたいと考えています。

　また医療の質の向上、効率化、及び患者様

へのサービス充実に加え、高齢社会の進行に伴

いニーズが高まる在宅医療・介護の分野でも貢

献できる事業の立ち上げを視野に入れ、さらな

る事業成長を目指していきます。

　株主の皆様には、引き続きのご支援をお願い

いたします。

第29期は大幅な赤字決算を計上するに至

り、株主の皆様には多大なご心配をおか

けしましたことを深くお詫びいたします。

　医療画像事業につきましては、東北地域での減

収に加え、PACS（医療画像保管・配信・表示シ

ステム）市場がリプレイス市場へと移行する中、大

手企業の参入もあり、厳しい事業環境となりました。

　当社としては、成熟市場であるPACS事業中心

の事業展開から脱皮し、放射線部門の画像管理

システムだけではなく、周辺業務を支援する放射

線部門情報システム「ConnectioRIS」の拡販、

病院全体の診療科情報を統合する診療情報統

合システム「ConnectioMeD」の投入による事業

領域の拡大に注力しましたが、いずれもPACS事

業の落ち込みをカバーするには至りませんでした。

　また衛星画像事業では、防衛安全保障分野の

　また、在宅医療や在宅介護のニーズが高まる

中、岩手県釜石市と医師会との共同で、心電等の

バイタルデータの遠隔計測実証実験を実施し、非

常に高い評価をいただきました。今後もこうした実

証実験を通じて、地域医療の現場での課題を抽

出し、在宅医療・在宅介護の分野でもソリューショ

ンをお届けできるスキームの構築を進めたいと考え

ています。

　衛星画像事業では、UAV（小型無人飛行機）

が着実な拡販基調にありますが、代理店戦略によ

る更なる拡販に向けた取り組みも進めていきます。

また今後はUAV本体の販売に加え、撮影画像処

理及び立体画像作成・加工サービスへと事業展開

し、ストック型ビジネスへと発展させていきたいと考

えています。

TOP
INTERVIEW トップインタビュー 

「目で見て理解のお手伝い」で
人の健康、国の安心・安全の分野に貢献し 続けていきます。

髙田 康廣代表取締役社長
YASUHIRO TAK ADA

A

A

A

第29期（2012年9月期）決算の
総括をお願いします。

医療画像事業、衛星画像事業の
今後の注力ポイントについて教えてください。

最後に株主の皆様にメッセージをお願いします。
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OUR 
BUSINESS イメージ ワンの事業

2012年9月期

イメージ ワンの今が見える

セグメント別事業概況

医療画像事業 衛星画像事業
売 上 高
営業利益

売 上 高
営業損失

PACS市場の成熟化による低価格化等により減収減益となりましたが、
自社開発の「ConnectioRIS」に続いて「ConnectioMeD」を市場投入し、
事業領域の拡大に注力しました。

大型案件の失注もあり減収となりましたが、衛星画像販売に加え、
解析技術を生かした高付加価値事業の構築に取り組みました。
また不採算事業撤退に係る損失が発生しましたが、収益面では前期
比で改善しました。

売上高の推移 （単位：百万円） 売上高の推移 （単位：百万円）

13億9百万円 （前期比 66百万円減）

 1億47百万円 （前期比 56百万円減）

4億39百万円 （前期比 1億24百万円減）

 10百万円 （前期 57百万円）

Medical imaging information business Satellite imaging information business

「事業戦略キーワード」早わかり

74.9% 25.1%

● フィルムレス・ペーパーレス化
● 地域での病診連携
● 医師が不足する地域への高度医療の提供
● 読影医師による遠隔画像診断

● 安全保障／不審船監視（AIS）
● 農業分野
● 災害復旧支援／防災調査
● 海洋監視（船舶運航把握）
● 地球環境（REDD+）

目で見て理  解のお手伝い

ConnectioMeD
（診療情報統合システム）

UAV
（小型無人飛行機）

ConnectioRIS
（放射線部門情報システム） 携帯型分光放射計遠隔画像診断支援 SAR

（合成開口レーダー）

院内に散在する患者の診療情報を一元化し、
一つの画面上で閲覧可能な診療情報統合シ
ステム。情報収集にかける時間を短縮するこ
とで、医療の質の向上と効率化に寄与。

計画された飛行ルート・撮影ポイントに従い、自律飛
行・自動撮影が可能な小型無人飛行機。電動モータ駆
動で静かに飛行でき、悪天候条件下での空中停止も可
能。環境・農業・消防・森林・エンターテイメントなど、
様々な分野で監視・測量・点検・観察に利用可能。

放射線科の複雑なワークフローを簡単な
操作で「わかりやすく」管理することがで
きる検査情報システム。検査待ち時間短
縮にも貢献。

太陽光を光源として対象物の分光反射率を
高い精度で計測でき、携帯性も追求。取得
したデータは、植生研究や環境調査等の解
析に利用でき、幅広い分野の品質管理にも
活用可能。

診断に必要な画像や資料の保存、データ送
受信、レポート参照画像を一元的に管理で
きるアプリケーション「Ocean-io」により、
読影機関との緊密なコミュニケーションと
ストレスのないワークフローを実現。

波長帯Cバンドのマイクロ波（SAR）を対象
物に照射し、反射してきた信号を分析する
ことで対象物の観測を行うレーダー。Cバ
ンドは、天候による影響を受けないため、
農業・海洋・氷観測などでも実力を発揮。

1 12 23 3

携帯型分光放射計 3キーワードUAV 2キーワード SAR1キーワードConnectioMeD1キーワード ConnectioRIS2キーワード 遠隔画像診断支援3キーワード
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セプトに、患者の診療データを診療部門横

断的な一元管理を実現可能としました。特に

情報を時系列に表示し、様々な角度から検

討・診療を行うための情報ソース、及び医療

チームと患者間のコミュニケーションツール

としての活用を目指しています。

また、Connectioシリーズは、他のシステ

F   CUS1
“必要な時に、必要な情報を提供”
“質の高い効率的な医療ITを提供”
“地域医療連携の進展に向けた商品を開発”

フォーカス1  最前線からのレポート

ConnectioMeDはドクターのニーズから生

まれた診療情報統合システムです。患者の診

療記録や検査記録など病院内で患者に関わ

る全ての記録を一元管理し、治療やケアに

あたる医療チームに対して 「必要な時に必要

な情報を届ける」 という理念の下に開発され

ました。

病院内に散在する患者の診療情報を一元

化し、一つの画面上で患者個人のポータルサ

イトを実現するものです。医療チームが情報

収集など付帯業務にかけていた時間を、患

者への医療という本来業務へ向け、より質の

高い医療を提供することができます。

ConnectioRIS(放射線科 情報システム)、

ConnectioWeb Report(放射線科レポートシ

ステム) と同じく「速い・使いやすい」をコン

ドクターのニーズを形にした
WEBポータルサイト
診療情報統合システム「ConnectioMeD」

1FOCUS

■ ConnectioMeD

医療画像事業

　現在、病院の診療現場では、検査画像を読

影する医師不足が課題となっており、緊急を要

する際の遠隔読影による画像診断のニーズが高

まっています。

　iPad上での画 像 閲覧を可能にした「iOne 

Viewer」は、緊急時などに遠隔地からの放射線

科医師の画像診断を支援するシステムとして、大

きな期待が寄せられています。放射線画像だけ

でなく循環器部門などで発生する動画像及び読

影診断レポートなどDICOM化されたPDFの表

示も可能です。

　また、高速表示・軽快な操作性を備え、病

棟の回診時における患者へのインフォームドコン

セントにも活用いただけます。

iPad、iPhone向けソリューションを
販売開始2FOCUS

■ iOne Viewer

日本の医療現場が抱える課題を
解決する仕組みづくりに貢献
医療画像システム事業部　事業部長　板谷元照

東日本大震災で被災した石巻市の病院データの

復旧作業をお手伝いさせていただく中で、改め

て病院内情報の外部データセンター保管の必

要性を認識しました。大切な患者様の検査情

報・病診情報を確実に守りきるための仕組みづ

くりや地域医療連携をサポートする情報統合シ

ステムの提供などを通じて、今後も引き続き日

本の医療現場が抱える課題解決に取り組んでい

きます。

VOICE

ムと接続できる設計となっており、病院内の

他の情報系システム間での血液検査等の情

報や処方歴、診療記録や画像を配信するこ

とが可能となります。
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F   CUS2フォーカス2  最前線からのレポート

　UAVは 、事前に計画された飛行ルートや撮

影ポイントに従って自律飛行し、搭載カメラや

ビデオにより自動撮影ができ、静かな飛行が

可能で、悪天候条件下でも空中停止すること

ができる小型無人飛行機です。

　航空機では対応が難しかった低高度撮影を

可能とし、台風や豪雨による河川の氾濫や斜

面崩壊の現状把握、撮影が困難とされる危険

箇所の効率的な調査を実現します。

　カメラやビデオのみならず、地形レーザー、放

射線、火山ガスなどの測定装置及びマルチ波長

帯センサーなどを搭載することで、様々なデータ

を収集し、リアルタイムに地上モニターすること

が可能です。

　熱センサーを搭載したUAVを活用した消化

環境、農業、森林、エンターテイメ
ントなど幅広い分野での撮影、監
視、測量が低コストで可能となる
UAV（小型無人飛行機）

2FOCUS

“安心・安全を守る社会システムとして
期待される地理空間情報を提供”

衛星画像事業

　衛星画像ソリューションでは、主にカナダ

の地球観測衛星RADARSATによる画像撮

影・アーカイブ画像の提供や画像処理、時

系列の比較を用いた分析・解析などを手掛け

ています。

　天候に関わらず、また昼夜を問わず広範

囲に撮影できるレーダー撮影の優位性を活

かしながら、今後も環境の監視・保全対策、

農 業、 被 災状 況の 把 握、 安 全 保 障など、

様々な分野において社会に貢献していきま

す。

合成開口レーダー「SAR」
安心・安全分野で有効活用される衛
星画像。安全保障分野から、森林管
理、農業、被災状況の把握まで

1FOCUS

安心・安全の確立に向け
リスク低減・回避につながる
情報発信を
GEOソリューション部　部長　村木広和

空間情報という概念のもと、衛星、飛行機、UAV、

地上からのデータを収集・管理する情報サービス事

業への展開を進めています。UAV、及び地上で計測・

収集できるデータ層の活用へと事業領域を拡大し、

自然災害・エネルギー・農業分野におけるリスク低

減・回避につながる情報配信に努め、安心・安全の

確立に貢献していきます。

VOICE

人工衛星
600～700km

飛行機
10,000m

ヘリコプター
1,000̃3,000m

UAV
150m

人 間

■ 様々な空間からデータを収集活動や太陽光パネルの劣化調査、農作物の科

学的管理など、環境、農業、森林、エンター

テイメントと幅広い分野での活用が期待されて

います。

　また、UAV本体及び各種センサーの販売、保

守・メンテナンス、撮影サービスに加え、収集

データの解析及びデータ加工サービスの展開もス

タートさせ、ストック型ビジネスとしての事業拡大

も進めていきます。

　リモートセンシング分野のスタンダードと 

して高い信頼性を誇るフィールド携帯型分光 

放射計「FieldSpec」シリーズ、鉱物分析の

「TerraSpec4」シリーズに加え、材質の波長を

測る可搬型な近赤外分析器「LabSpec」シリー

ズの販売を開始しました。研究所とプロセス計

測の現場とのギャップの架け橋になる新世代の

分析装置として、多様な計測ニーズに対応可能

です。

可搬型な近赤外分析器「LabSpec」が
スペクトル分析の計測器に
ラインアップ

3FOCUS
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貸借対照表 （単位: 百万円）

科　目 第29期
平成24年9月30日現在

第28期
平成23年9月30日現在

資産の部 流動資産 632 981
固定資産 247 440
資産合計 880 1,422

負債の部 流動負債 283 741
固定負債 216 24
負債合計 499 766

純資産の部 株主資本 409 687
評価・換算差額等 △28 △31
純資産合計 381 655
負債純資産合計 880 1,422

損益計算書 （単位: 百万円）

科　目
第29期

 自 平成23年10月 1日
 至 平成24年   9月30日

第28期
 自 平成22年10月 1日
 至 平成23年   9月30日

売上高 1,748 1,947
売上原価 1,344 1,516
売上総利益  404 430
販売費及び一般管理費 465 491
営業損失（△） △61 △60
営業外収益 1 13
営業外費用 44 18
経常損失（△） △104 △65
特別利益 - 125
特別損失 169 130
税引前当期純損失（△） △274 △70
法人税、住民税及び事業税 3 1
当期純損失（△） △278 △72

キャッシュ・フロー計算書 （単位: 百万円）

科　目
第29期

 自 平成23年10月  1日
 至 平成24年  9月30日

第28期
 自 平成22年10月  1日
 至 平成23年  9月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー 38 155
投資活動によるキャッシュ・フロー △12 92  
財務活動によるキャッシュ・フロー △46 △251
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △20 △18
現金及び現金同等物の期首残高 197 203
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 - 12
現金及び現金同等物の期末残高 176 197

財務諸表 会社概要

株主メモ

役　　員

株式情報

業務ハイライト

キャッシュ・フローの状況

社　　　　名： 株式会社イメージ ワン
ImageONE Co., Ltd.

本　　　　社： 〒163-0712 東京都新宿区西新宿2-7-1 小田急第一生命ビル12F
TEL:03-5908-2800　FAX:03-5908-2801

東 北 営 業 所： 〒980-6119 宮城県仙台市青葉区中央1-3-1 AERビル19F
TEL:022-399-8878　FAX:022-399-8879

名古屋営業所： 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-24-5 第二森ビル4F
TEL:052-588-3020　FAX:052-541-5520

大 阪 営 業 所： 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-11-4 大阪駅前第四ビル16F
TEL:06-6346-9950　FAX:06-6346-9451

創　　　　立： 昭和59年4月11日

資 　 本 　 金： 949百万円（平成24年9月30日現在）

事業年度 10月1日から翌年9月30日まで

定時株主総会 毎年12月中旬

基準日 定時株主総会・期末配当  毎年9月30日
 中間配当   毎年3月31日

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
 三井住友信託銀行株式会社

郵便物送付先 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
（電話照会先） 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

電話 0120-782-031（フリーダイヤル）
取次事務は三井住友信託銀行株式会社の本店なら
びに全国各支店で行っております。

上場証券取引所 JASDAQ

証券コード 2667

（平成24年12月20日現在）

（平成24年9月30日現在）

取締役会長 ……………………………………………… 南　　義彦

代 表 取 締 役 社 長 …………………………………… 髙田　康廣

取締役財務経理部長 ……………………………………  野村　真一

常勤監査役 ……………………………………………… 鵜飼　良一

監査役 …………………………………………………… 小髙　正嗣

監査役 ……………………………………………………  林　　　敦

会社が発行する株式の総数………………………………… 140,000株

発行済株式の総数……………………………………………  35,211株

株主数……………………………………………………………  1,587名

お知らせ

住所変更等のお申し出先については、株主様の口座のある証

券会社にお申し出ください。なお、証券会社に口座がないため

特別口座が開設されました株主様は、特別口座の口座管理機

関である三井住友信託銀行株式会社にお申し出ください。

■ 未払配当金の支払について
株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社に
お申し出ください。

フリーダイヤル 0120-782-031

FINANCIAL 
HIGHLIGHT 決算ハイライト

CORPORATE 
DATA 会社概要

売上高 （単位：百万円） 営業利益 （単位：百万円） 経常利益 （単位：百万円） 当期純利益 （単位：百万円）

第27期（連結）
平成22年9月 2,218 第27期（連結）

平成22年9月

△60

△61 △104 △278

第27期（連結）
平成22年9月

△65

第27期（連結）
平成22年9月

△72第28期
平成23年9月 1,947 第28期

平成23年9月

31

第28期
平成23年9月

29

第28期
平成23年9月

15

第29期
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第29期
平成24年9月

0 0 0 0

■ 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、38百万円増加しました。
主な要因は税引前当期純損失274百万円の計上による減少、減損損失
169百万円の計上による増加、売上債権の減少による148百万円の増加
等によります。
■ 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは、12百万円減少しました。
主な要因は無形固定資産の購入による支出45百万円、定期預金の預入に
よる支出12百万円、定期預金の払戻による収入46百万円等によります。
■ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは、46百万円減少しました。
主な要因は短期借入、長期借入及び社債発行による収入836百万円、
短期借入金、長期借入金の返済及び社債償還による支出881百万円等
によります。

 株主名    持株数（株）持株比率（%）
国際航業ホールディングス株式会社 3,485 9.89
国際航業株式会社 3,407 9.67
榊原三郎 2,910 8.26
梨子本紘 2,436 6.91
アソシエイトリース株式会社 2,250 6.39
株式会社TDS 2,250 6.39
自己株式 745 2.11
MACDONALD, DETTWILER AND ASSOCIATES LTD. 640 1.81
住友生命保険相互会社 576 1.63
有限会社育成 412 1.17

個人・その他  55.5% その他国内法人  37.2%
外国法人等　　 2.1%

自己名義株式等 2.1%
証券会社　 1.2%金融機関　　   1.9%

*会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

*

*

*

※連結子会社であっ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日付で吸収合併したことにより、連結子会社が存在しなくなりました。それに
よって、前事業年度より連結から非連結の開示となっております。
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