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1.  平成23年1月期第1四半期の連結業績（平成22年2月1日～平成22年4月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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1月期第1四半期 438 △15.8 131 △3.5 132 △12.9 77 △11.3

22年1月期第1四半期 521 ― 136 ― 152 ― 87 ―

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1月期第1四半期 1,556.65 1,538.99
22年1月期第1四半期 1,701.81 1,631.59

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1月期第1四半期 2,363 2,006 84.1 40,461.17
22年1月期 2,368 2,018 84.5 39,943.64

（参考） 自己資本   23年1月期第1四半期  1,987百万円 22年1月期  2,000百万円

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

22年1月期 ― 0.00 ― 1,800.00 1,800.00
23年1月期 ―

23年1月期 
（予想）

0.00 ― 1,800.00 1,800.00

3.  平成23年1月期の連結業績予想（平成22年2月1日～平成23年1月31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

885 △14.2 275 6.6 275 0.0 162 2.5 3,234.95

通期 1,870 △11.1 585 7.5 585 0.8 345 46.8 6,892.25
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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  無  

(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） 

(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 

業績予想等の将来に関する記述は、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって予測
数値と異なる結果となる可能性があります。 

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） 23年1月期第1四半期 60,692株 22年1月期  60,692株

② 期末自己株式数 23年1月期第1四半期 11,579株 22年1月期  10,614株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 23年1月期第1四半期 49,756株 22年1月期第1四半期 51,328株
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  第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、景気に持ち直しの兆しは見えるものの、雇用情勢の改善が見

られないことから個人消費が低迷するなど、当社が対面する外食産業の動向も、引き続き厳しい経営環境となっ

ております。 

 このような状況の下、当社グループでは、ASPによるアウトソーシング事業とインターネットを活用したシス 

テムショリューション事業に取り組み、外食産業のみならず、理容/美容チェーン向け業務管理システム「Be 

☆UP」や新業態への売上管理・勤怠管理・発注管理等のASPシステムの展開をしております。  

 当第１四半期連結会計期間の売上高は、売上高438,756千円（前年同四半期比15.8％減）、営業利益131,363

千円（同3.5％減）、経常利益132,899千円（同12.9％減）、四半期純利益77,452千円（同11.3％減）となりま

した。 当社グループの主力事業であるASP事業の売上高は、242,055千円（前年同四半期比4.0％減）となりま

した。システムのコンサルティング及び開発、その他ソリューションサービスに関連した事業を加えたシステ

ムソリューション事業の売上高は、201,089千円（前年同四半期比18.3％増）となりました。平成21年11月に、

当社グループの連結子会社である店舗支援1号ファンドにおいて店舗展開する外食フランチャイズ本部が破産申

請したことに伴い、店舗支援ファンド事業に関する売上高の計上はありません（前年同四半期比 105,776千円

減）。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

  （ASP事業） 

 当社グループにおけるASP事業は平成11年8月より外食業界向けに「まかせてネット」というサービス名で、

サービスを展開しております。外食店舗におけるPOSシステム、勤怠管理システム、発注システム等の情報を、

当社ASPセンターで受信し、各企業データシステムへと展開して、売上管理・勤怠管理・発注管理等の本部シス

テムを稼動させ、外食本部からは、インターネット経由で当社ASPセンターにアクセスすることにより本部シス

テムを利用することができるようになっております。当第１四半期連結会計期間は、外食産業のみならず、理

容/美容チェーン向け業務管理システム「Be☆UP」や新業態への売上管理・勤怠管理・発注管理等のASPシステ

ムの展開をしております。当第１四半期連結会計期間のASP事業の売上は242,055千円（前年同四半期比4.0％

減）、営業利益は132,732千円（同1.3％減）となりました。 

  
 （システムソリューション事業） 

 当社グループでは、平成6年3月の設立以来、外食業界向けの店舗システム及び本部システムの業務システム

POSシステムソリューション、子会社のサクセスウェイが展開する外食チェーン企業等に対する物流ソリューシ

ョンやマーチャンダイジングソリューション、本部業務代行（伝票処理、受発注代行、商品管理）等のソリュ

ーションサービス事業を展開しております。当第１四半期連結会計期間のシステムソリューション事業の売上

は、子会社のサクセスウェイの展開する外食チェーン企業等に対する物流ソリューションの売上が増加したこ

と等により、201,089千円（前年同四半期比18.3％増）、営業利益は7,524千円（同9.6％増）となりました。 

  
  （その他の事業） 

 当社グループでは、平成21年8月より、直営の外食店舗を社員による運営により行っております。社員による

運営により、店舗運営ノウハウの社員研修、情報システム開発、新システムのテストマーケティング等に活用

しております。その他事業の売上は、3,749千円（前年同四半期比96.5％減）、営業損失は603千円（前年同四

半期は営業利益2,506千円）となりました。 

  

 なお、前連結会計年度まで区分表示しておりました「店舗支援ファンド事業」は金額的重要性が乏しくなっ

たため、当第１四半期連結会計期間より「その他の事業」に含めて表示しております。そのため、前年同期比

較に当たっては前第１四半期連結会計期間を変更後の区分に組み替えて行っております。 

  

（1）資産・負債及び純資産の状況  

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は2,363,808千円となり、前連結会計年度末と比較して4,474千円

の減少となりました。流動資産の合計額は、前連結会計年度末と比較して103,130千円減少して1,378,423千円と

なりました。現金及び預金が80,465千円減少し、売掛金が14,759千円減少しました。固定資産の合計額は、前連

結会計年度末と比較して98,656千円増加して985,384千円となりました。投資その他の資産は、投資有価証券の時

価の上昇により、前連結会計年度末と比較して106,132千円増加して、877,122千円となりました。  

 流動負債の合計は、前連結会計年度末と比較して71,419千円減少して197,259千円となりました。買掛金が

12,111千円減少して111,490千円となり、未払法人税等が85,891千円減少しました。固定負債の合計額は投資有価

証券の時価上昇に伴い計上された繰延税金負債の計上により、160,240千円となりました。純資産の部の合計は、

前連結会計年度末と比較して12,176千円減少して2,006,308千円となりました。  

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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（2）キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、営業収入の増加によるキャ

ッシュ・フローと投資活動及から得られたキャッシュ・フローを財務活動に充当した結果、現金及び現金同等

物(以下「資金」という)の当四半期連結会計期間末は889,839千円（前年同四半期比57.5％増）となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は44,275千円となりました。これは、主と

して、税金等調整前四半期純利益132,899千円、減価償却費9,715千円を計上し、法人税等の支払が99,827千円

となったことによるものです。 

 この結果、営業活動全体として前年同四半期と比較して収入が68,733千円（前年同四半期比60.8％減）の減

少となりました。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期連結会計期間において投資活動の結果得られた資金は200,716千円となりました。これは、主と

して、定期預金の払戻による収入が400,000千円、定期預金の預入による支出が200,000千円によるものです。 

 この結果、投資活動全体として前年同四半期と比較して支出が614,680千円の減少となりました。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 当第１四半期連結会計期間における、財務活動の結果使用した資金は125,457千円となりました。これは、配

当金の支払による支出61,133千円、自己株式の取得による支出64,324千円によるものです。 

 この結果、財務活動全体として前年同四半期と比較して支出が100,758千円（前年同四半期比44.5％減）の減少

となりました。 

  

   今後の国内外の景気動向につきましては、金融市場の先行きが不透明な状況にあることや、個人消費の低迷などに

より引き続き厳しい市況が続くものと思われます。当社グループでは、景気の先行き不透明感による厳しい経営環

境を踏まえて、経営資源の効率化と業務の合理化を図ってまいります。また、新業態へのASPシステムの展開を強化

し、多様化するマーケットの要請に対して柔軟に対応できる体制を確立することにより、営業力・システム競争力

の強化を図り、利益体質の一層の改善につなげてまいります。  

   第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成22年3月19日付の決算短信に公表いたしました

  業績予想から変更はありません。 

   

 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

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
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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１四半期連結会計期間末
(平成22年４月30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１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,189,839 1,270,304

売掛金 184,488 199,248

たな卸資産 2,606 5,011

その他 20,653 25,086

貸倒引当金 △19,164 △18,097

流動資産合計 1,378,423 1,481,554

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 18,345 18,863

その他（純額） 32,714 33,824

有形固定資産合計 51,060 52,687

無形固定資産   

のれん － 453

その他 57,201 62,596

無形固定資産合計 57,201 63,049

投資その他の資産   

投資有価証券 853,856 747,583

繰延税金資産 286 286

その他 110,444 110,628

貸倒引当金 △87,463 △87,508

投資その他の資産合計 877,122 770,990

固定資産合計 985,384 886,727

資産合計 2,363,808 2,368,282
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年４月30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１月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 111,490 123,602

未払法人税等 13,935 99,827

賞与引当金 6,400 1,600

その他 65,433 43,649

流動負債合計 197,259 268,678

固定負債   

繰延税金負債 160,240 81,118

固定負債合計 160,240 81,118

負債合計 357,500 349,797

純資産の部   

株主資本   

資本金 378,369 378,369

資本剰余金 236,102 236,102

利益剰余金 1,990,432 2,003,076

自己株式 △933,153 △868,829

株主資本合計 1,671,750 1,748,718

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 315,418 251,579

評価・換算差額等合計 315,418 251,579

少数株主持分 19,138 18,187

純資産合計 2,006,308 2,018,484

負債純資産合計 2,363,808 2,368,282
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（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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22年４月30日) 

売上高 521,236 438,756

売上原価 272,103 212,275

売上総利益 249,132 226,481

販売費及び一般管理費 113,037 95,117

営業利益 136,095 131,363

営業外収益   

受取家賃 255 255

受取利息 519 865

受取配当金 16,380 －

その他 2,022 790

営業外収益合計 19,176 1,911

営業外費用   

支払利息 － 99

投資有価証券評価損 2,420 －

支払手数料 229 275

営業外費用合計 2,649 375

経常利益 152,622 132,899

特別損失   

投資有価証券評価損 2,274 －

特別損失合計 2,274 －

税金等調整前四半期純利益 150,348 132,899

法人税、住民税及び事業税 66,264 13,614

法人税等調整額 △4,686 40,837

法人税等合計 61,577 54,451

少数株主利益 1,420 995

四半期純利益 87,350 77,452
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22年４月30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 150,348 132,899

減価償却費 14,845 9,715

のれん償却額 1,810 453

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,686 1,022

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,040 4,800

受取利息及び受取配当金 △16,899 △865

投資有価証券評価損益（△は益） 4,694 －

支払利息 － 99

売上債権の増減額（△は増加） 41,244 14,759

たな卸資産の増減額（△は増加） △13,716 360

仕入債務の増減額（△は減少） △7,062 △12,111

その他 4,515 △7,796

小計 189,507 143,337

利息及び配当金の受取額 16,899 865

利息の支払額 － △99

法人税等の支払額 △93,398 △99,827

営業活動によるキャッシュ・フロー 113,009 44,275

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △400,000 △200,000

定期預金の払戻による収入 － 400,000

有形固定資産の取得による支出 △21,653 △649

投資有価証券の売却による収入 10,018 －

その他 △2,330 1,365

投資活動によるキャッシュ・フロー △413,964 200,716

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 － 100,000

短期借入金の返済による支出 － △100,000

自己株式の取得による支出 △151,125 △64,324

配当金の支払額 △74,647 △61,133

少数株主への配当金の支払額 △443 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △226,215 △125,457

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △527,171 119,534

現金及び現金同等物の期首残高 1,092,035 770,304

現金及び現金同等物の四半期末残高 564,864 889,839
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年２月１日 至 平成21年４月30日） 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年２月１日 至 平成22年４月30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。 

（事業区分の変更）前連結会計年度まで個別区分としておりました「店舗支援ファンド事業」は、平成21

年1月に、店舗展開する外食フランチャイズ本部が破産申請したことに伴い、当該店舗の運営の継続を断 

念し閉店したことにより重要性が低下したため、当第１四半期連結会計期間より「その他の事業」に含め

て表示しております。なお、当第１四半期連結累計期間において、「その他の事業」に含めた「店舗支援

ファンド事業」の営業損失は333千円であり、売上高はありません。 

   ２ 各事業区分の主な内訳  

(1）ＡＳＰ事業 

インターネット通信インフラを利用したアプリケーションソフトウェアの提供と、企業の情報システム開

発部門が行っているシステムメンテナンス及び運用サポート業務等のアウトソーシング業務等のアウトソ

ーシング業務とを組み合わせた「ＡＳＰ（アプリケーションサービスプロバイダ）事業」 

(2）システムソリューション事業 

外食産業向け本部管理システム・店舗システム・分析システム等のアプリケーションソフトウェアの企

画、開発、販売及びＰＯＳシステム、オーダーエントリーシステム等のソリューションの提供及び業務コ

ンサルティング、外食チェーン企業等に対する物流ソリューションやマーチャンダイズソリューション

（コンサルティング・コーディネイト） 

(3）その他の事業  

直営の外食店舗の運営等 

  

（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〕

  
ASP事業 

（千円） 

システムソリ

ューション事

業（千円） 

店舗支援ファ

ンド事業 

（千円） 

計（千円） 
消去又は全社

（千円） 
連結（千円）

売上高 

(1）外部顧客に対する売上高 245,541 169,918 105,776 521,236 － 521,236

(2）セグメント間の内部売上 

  高又は振替高 
6,688 － － 6,688 ( )6,688 －

計 252,229 169,918 105,776 527,924 ( )6,688 521,236

営業利益 134,464 6,863 2,506 143,835 ( )7,739 136,095

  
ASP事業 
（千円） 

システムソ
リューショ
ン事業 
（千円） 

その他の事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高  235,008  199,998  3,749  438,756  －  438,756

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 7,047  1,090  －  8,138 ( )8,138  －

計  242,055  201,089  3,749  446,895 ( )8,138  438,756

営業利益又は営業損失（△）  132,732  7,524  △603  139,653 ( )8,289  131,363
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 前第１四半期連結累計期間(自 平成21年２月１日 至 平成212年４月30日)及び当第１四半期連結累計期間

(自 平成22年２月１日 至 平成22年４月30日) 

在外子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

   

 前第１四半期連結累計期間(自 平成21年２月１日 至 平成212年４月30日)及び当第１四半期連結累計期間

(自 平成22年２月１日 至 平成22年４月30日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

   

 当社は、当第１四半期連結会計期間において、平成22年3月19日開催の取締役会における自己株式の取得決議

に基づき、自己株式の取得を行いました。この結果、当第１四半期連結会計期間において、自己株式が64,324千

円増加し、当第１四半期連結会計期間末において933,153千円となっております。 

  

〔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
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 該当事項はありません。 

  

  

６．その他の情報
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