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1.  平成23年1月期第3四半期の連結業績（平成22年2月1日～平成22年10月31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3四半期 1,273 △21.4 379 △5.6 382 △12.5 229 44.6
22年1月期第3四半期 1,619 ― 402 ― 436 ― 158 ―

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3四半期 4,633.12 ―

22年1月期第3四半期 3,138.14 3,035.41

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3四半期 2,209 1,984 88.9 39,813.48
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3四半期  1,963百万円 22年1月期  2,000百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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

23年1月期 
（予想）

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、対前期増減率） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

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



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（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。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（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。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（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。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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おります。 

※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。業績予想に関する事項については、四半期決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご
覧ください。  

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他」をご覧ください。）

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3Q  60,903株 22年1月期  60,692株

② 期末自己株式数 23年1月期3Q  11,579株 22年1月期  10,614株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年1月期3Q  49,445株 22年1月期3Q  50,495株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四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 

テムソ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３四半期連結会計期間の売上高は、439,555千円（前年同四半期比25.1％減）となりました。利益につき

ましては、営業利益134,715千円（同6.1％減）、経常利益135,269千円（同16.0％減）、四半期純利益88,038千

円（前年同四半期は四半期純損失179千円）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、234,492千円（前年同四半期比0.3％増）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、199,963千円（前年同

四半期比11.5％減）となりました。なお、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 124,213千円減）。 
  
 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３四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３四半期連結会計期間のASP事業の売上高は234,492千円（前年同四半期比0.3％増）、営業利益は124,707千円

（同2.8％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３四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高は、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減少したこと等により、199,963

千円（前年同四半期比11.5％減）、営業利益は16,232千円（前年同四半期比17.8％減）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。その他事業の売上高は5,100千円（前年同四半期比96.0％減）、営業利益は335千円（同80.5％減）となりま

した。なお、店舗支援ファンド事業につきましては、同事業を営む連結子会社の解散決議により、当社グループは

同事業から撤退しました。 
  
 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、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、前年同四半期比較に当

たっては前第３四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。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は2,209,027千円となり、前連結会計年度末と比較して159,255千

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63,017千円増加して1,544,571千円と

なりました。現金及び預金が31,085千円増加し、売掛金が24,319千円増加しました。固定資産の合計額は、前連

結会計年度末と比較して222,272千円減少して664,455千円となりました。投資その他の資産の合計額は、投資有

価証券の時価の下落等により201,526千円減少しました。  

 流動負債の合計額は、前連結会計年度末と比較して94,192千円減少して174,486千円となりました。買掛金が

13,355千円減少し、未払法人税等が85,722千円減少しました。固定負債の合計額は、繰延税金負債31,127千円の

減少により、前連結会計年度末と比較して31,127千円減少して49,991千円となりました。純資産の部の合計額

は、前連結会計年度末と比較して33,934千円減少して1,984,549千円となりました。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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 （３）連結業績予想に関する定性的情報 

 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。  

    平成23年１月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。  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

２．その他の情報
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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３四半期連結会計期間末 
(平成22年10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１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,301,390 1,270,304 

売掛金 223,568 199,248 

たな卸資産 781 5,011 

その他 34,671 25,086 

貸倒引当金 △15,841 △18,097 

流動資産合計 1,544,571 1,481,554 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 17,310 18,863 

その他（純額） 31,218 33,824 

有形固定資産合計 48,529 52,687 

無形固定資産   

のれん － 453 

その他 46,528 62,596 

無形固定資産合計 46,528 63,049 

投資その他の資産   

投資有価証券 546,057 747,583 

繰延税金資産 275 286 

その他 97,930 110,628 

貸倒引当金 △74,864 △87,508 

投資その他の資産合計 569,398 770,990 

固定資産合計 664,455 886,727 

資産合計 2,209,027 2,368,282 

負債の部   

流動負債   

買掛金 110,246 123,602 

未払法人税等 14,104 99,827 

賞与引当金 8,000 1,600 

その他 42,135 43,649 

流動負債合計 174,486 268,678 

固定負債   

繰延税金負債 49,991 81,118 

固定負債合計 49,991 81,118 

負債合計 224,477 349,797 
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成22年10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１月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 381,299 378,369 

資本剰余金 239,032 236,102 

利益剰余金 2,142,064 2,003,076 

自己株式 △933,153 △868,829 

株主資本合計 1,829,243 1,748,718 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 134,516 251,579 

評価・換算差額等合計 134,516 251,579 

少数株主持分 20,789 18,187 

純資産合計 1,984,549 2,018,484 

負債純資産合計 2,209,027 2,368,282 

5

(株)ジャストプランニング（4287）平成23年1月期第3四半期決算短信



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

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

売上高 1,619,752 1,273,406 

売上原価 889,311 601,699 

売上総利益 730,441 671,706 

販売費及び一般管理費 328,216 291,859 

営業利益 402,225 379,846 

営業外収益   

受取家賃 765 765 

受取利息 716 1,149 

受取配当金 32,760 － 

その他 3,154 1,728 

営業外収益合計 37,396 3,642 

営業外費用   

投資有価証券評価損 2,420 57 

支払利息 109 99 

支払手数料 229 1,075 

営業外費用合計 2,758 1,233 

経常利益 436,862 382,255 

特別損失   

減損損失 126,649 － 

貸倒引当金繰入額 34,000 － 

投資有価証券評価損 2,274 － 

特別損失合計 162,923 － 

税金等調整前四半期純利益 273,939 382,255 

法人税、住民税及び事業税 174,215 114,970 

法人税等還付税額 － △10,821 

法人税等調整額 △58,718 46,375 

法人税等合計 115,496 150,524 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △17 2,646 

四半期純利益 158,460 229,084 
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成21年10月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年８月１日 

 至 平成22年10月31日) 

売上高 586,820 439,555 

売上原価 336,395 207,698 

売上総利益 250,425 231,857 

販売費及び一般管理費 106,925 97,141 

営業利益 143,499 134,715 

営業外収益   

受取家賃 255 255 

受取利息 182 145 

受取配当金 16,380 － 

その他 844 152 

営業外収益合計 17,662 553 

営業外費用   

支払利息 109 － 

営業外費用合計 109 － 

経常利益 161,052 135,269 

特別損失   

減損損失 126,649 － 

貸倒引当金繰入額 34,000 － 

特別損失合計 160,649 － 

税金等調整前四半期純利益 403 135,269 

法人税、住民税及び事業税 56,406 49,900 

法人税等調整額 △53,080 △3,583 

法人税等合計 3,326 46,316 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,742 913 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △179 88,038 
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年10月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月１日 

 至 平成22年10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 273,939 382,255 

減価償却費 45,692 29,874 

のれん償却額 5,415 453 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 43,143 △14,899 

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,040 6,400 

受取利息及び受取配当金 △33,477 △1,149 

支払利息 109 99 

減損損失 126,649 － 

投資有価証券評価損益（△は益） 4,694 57 

売上債権の増減額（△は増加） 20,844 △24,319 

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,658 698 

仕入債務の増減額（△は減少） 12,361 △13,355 

その他 △4,912 4,799 

小計 490,840 370,914 

利息及び配当金の受取額 33,477 1,149 

利息の支払額 △109 △99 

法人税等の支払額 △198,910 △199,953 

法人税等の還付額 － 7,416 

営業活動によるキャッシュ・フロー 325,298 179,427 

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 △500,000 △700,000 

定期預金の払戻による収入 － 700,000 

有形固定資産の取得による支出 △57,866 △4,562 

有形固定資産の売却による収入 10,827 152 

無形固定資産の取得による支出 △285 － 

無形固定資産の売却による収入 3,000 － 

投資有価証券の売却による収入 10,018 － 

その他 △10,970 3,841 

投資活動によるキャッシュ・フロー △545,276 △568 

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 100,000 100,000 

短期借入金の返済による支出 △100,000 △100,000 

配当金の支払額 △95,796 △89,310 

少数株主への配当金の支払額 △443 － 

自己株式の取得による支出 △151,125 △64,324 

新株予約権の行使による株式の発行による収入 － 5,861 

財務活動によるキャッシュ・フロー △247,364 △147,773 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △467,343 31,085 

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 624,692 801,390 
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 該当事項はありません。 

  

  

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

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年２月１日 至 平成22年10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。 

（事業区分の変更） 

当第３四半期連結累計期間 

 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11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、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３四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437千円であり、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

  
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） 

その他事業 
（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  705,582  572,274  339,117  2,777  1,619,752  －  1,619,752

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 22,013  －  －  －  22,013  △22,013  －

計  727,595  572,274  339,117  2,777  1,641,766  △22,013  1,619,752

営業利益又は営業損失（△）  385,897  33,051  10,274  △2,718  426,505  △24,280  402,225

  
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  703,808  555,775  13,821  1,273,406  －  1,273,406

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 20,026  5,572  －  25,598 △25,598  －

計  723,835  561,347  13,821  1,299,004 △25,598  1,273,406

営業利益  380,661  22,974  238  403,874 △24,027  379,846
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 当社は、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３四半期連結累計期間において、自己株式が64,324千円増加し、

当第３四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。  

  

（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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