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（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 ％ 

24年１月期第２四半期  768  △7.8  205  △16.0  206  △16.2  112  △20.3

23年１月期第２四半期  833  △19.3  245  △5.3  246  △10.5  141  △11.1

  
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１月期第２四半期  2,329.38  －

23年１月期第２四半期  2,849.12  2,743.18

  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 

24年１月期第２四半期  2,646  2,198  82.2  45,503.01

23年１月期  2,659  2,250  83.9  45,215.36

（参考）自己資本 24年１月期第２四半期 2,176百万円 23年１月期 2,230百万円

  
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１月期  － 0.00 － 1,800.00  1,800.00

24年１月期  － 0.00       

24年１月期（予想）     － 1,800.00  1,800.00

（注）当四半期における配当予想の修正有無： 無

  （％表示は、対前期増減率）

  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  1,700  0.9  500  2.8 500  1.7  295  3.6  5,980.86

（注）当四半期における業績予想の修正有無： 無



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他の情報」をご覧ください。） 

（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。 

  

（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。  

  

（１）当四半期中における重要な子会社の異動  ： 無

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用： 無

①  会計基準等の改正に伴う変更： 有  

②  ①以外の変更              ： 無  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年１月期２Ｑ 60,903株 23年１月期 60,903株

②  期末自己株式数 24年１月期２Ｑ 13,079株 23年１月期 11,579株

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年１月期２Ｑ 48,288株 23年１月期２Ｑ 49,505株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、急激な円高、株安、デフレ経済の進行が長期化し、先行きが

不透明な状況が続いております。情報サービス産業ならびに当社が対面する外食産業におきましても、景気の停滞

と平成23年３月に発生した東日本大震災の影響を受け、依然として厳しい事業環境が続いております。 

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２四半期連結会計期間は、既存店舗の統廃合や企業の設備投資意欲の停滞により、当社グループの主力事業

であるASP事業の伸長に影響を受けました。この結果、売上高 千円（前年同四半期比1.6％減）、営業利益

千円（同7.4％減）、経常利益 千円（同6.8％減）、四半期純利益 千円（同3.2％減）となりま

した。  

  

セグメントの業績は次のとおりであります。なお、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」などを適用しており、前年同期との増減率は記載しておりません。 

  
 （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２四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２四半期連結会計期間のASP事業の売上は196,773千円、セグメント利益は161,789千円となりました。 

  
（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(POSシステム、出退

勤システム、食材発注システム)等の業務システム構築全般にソフトウェアの企画・開発・販売を行ってまいりまし

た。システムソリューション事業の業務内容は、外食業界の業務システムにおけるソフトウェア受託開発、POSシス

テム導入におけるシステム設定作業やシステム運用・業務コンサルティングやそれに伴うハードウェア導入、当社

POSシステムユーザーに対する消耗品販売等を行っているPOSシステムソリューションから構成されております。当

第２四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28,094千円、セグメント利益は9,998千円となりま

した。 

  

（物流ソリューション事業） 

 当社グループでは、外食チェーン企業等に対する物流ソリューション（3PL：サードパーティロジスティクス=企

業の流通機能全般を一括して請け負う）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）、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２四半期連結会計期間の物流ソリューション事業の売上は157,584千円、セグメント利益は24,137千円となりま

した。  

   

 （その他事業） 

 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り営業を行っております。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。当第２四半期連結会計期間のその他事業の売上は6,152千円、セグメント利益は1,114千円となりました。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

388,604

105,304 106,276 61,546
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は 千円となり、前連結会計年度末と比較して13,141千円の

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17,886千円減少して 千円となりま

した。現金及び預金が36,982千円減少し、売掛金が18,667千円増加しました。固定資産の合計額は、前連結会計年

度末と比較して4,745千円増加して 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14,338千円増加して、 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23,581千円増加して 千円となりました。買掛金が9,970

千円減少し、未払法人税等が24,830千円増加しました。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等により、 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

52,277千円減少して 千円となりました。 

  

（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、震災の影響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24年１月期の業績予想につきましては、平成23年3月18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 

資産除去債務に関する会計基準の適用  

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、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益が227千円減少し、税金等調整前四半期純利

益が3,344千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は5,697千円であ

ります。    

  

（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。 

  

  

2,646,060

1,601,507

1,044,552

962,823

236,239

211,599

2,198,221

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２四半期連結会計期間末
(平成23年７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23年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,376,689 1,413,671

売掛金 220,688 202,020

たな卸資産 1,195 1,283

その他 29,642 26,431

貸倒引当金 △26,709 △24,013

流動資産合計 1,601,507 1,619,394

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 18,499 16,792

その他（純額） 32,032 33,127

有形固定資産合計 50,531 49,920

無形固定資産 31,198 41,401

投資その他の資産   

投資有価証券 918,641 900,022

その他 113,678 118,216

貸倒引当金 △69,497 △69,754

投資その他の資産合計 962,823 948,485

固定資産合計 1,044,552 1,039,807

資産合計 2,646,060 2,659,201

負債の部   

流動負債   

買掛金 102,914 112,884

未払法人税等 85,010 60,179

賞与引当金 900 1,200

その他 47,414 38,393

流動負債合計 236,239 212,658

固定負債   

資産除去債務 5,764 －

繰延税金負債 205,834 196,044

固定負債合計 211,599 196,044

負債合計 447,839 408,702
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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７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23年１月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 381,299 381,299

資本剰余金 239,032 239,032

利益剰余金 2,221,423 2,197,725

自己株式 △1,028,776 △933,153

株主資本合計 1,812,979 1,884,904

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 363,156 345,297

評価・換算差額等合計 363,156 345,297

少数株主持分 22,085 20,296

純資産合計 2,198,221 2,250,498

負債純資産合計 2,646,060 2,659,201
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（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22年２月１日 
 至 平成22年７月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成23年７月31日) 

売上高 833,850 768,893

売上原価 394,001 377,556

売上総利益 439,848 391,336

販売費及び一般管理費 194,717 185,343

営業利益 245,131 205,992

営業外収益   

受取家賃 510 497

受取利息 1,003 548

その他 1,575 844

営業外収益合計 3,088 1,891

営業外費用   

支払利息 99 －

投資有価証券評価損 57 39

支払手数料 1,075 988

営業外費用合計 1,233 1,027

経常利益 246,986 206,856

特別損失   

投資有価証券評価損 － 8,722

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,116

特別損失合計 － 11,838

税金等調整前四半期純利益 246,986 195,017

法人税、住民税及び事業税 65,070 83,667

法人税等還付税額 △10,821 －

法人税等調整額 49,958 △2,920

法人税等合計 104,207 80,747

少数株主損益調整前四半期純利益 － 114,270

少数株主利益 1,732 1,788

四半期純利益 141,045 112,481
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成22年７月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成23年７月31日) 

売上高 395,093 388,604

売上原価 181,726 191,564

売上総利益 213,367 197,039

販売費及び一般管理費 99,600 91,735

営業利益 113,767 105,304

営業外収益   

受取家賃 255 247

受取利息 137 479

その他 784 844

営業外収益合計 1,176 1,572

営業外費用   

投資有価証券評価損 57 －

支払手数料 800 600

営業外費用合計 857 600

経常利益 114,086 106,276

税金等調整前四半期純利益 114,086 106,276

法人税、住民税及び事業税 51,455 46,090

法人税等還付税額 △10,821 －

法人税等調整額 9,121 △2,132

法人税等合計 49,756 43,958

少数株主損益調整前四半期純利益 － 62,318

少数株主利益 736 771

四半期純利益 63,593 61,546
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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22年２月１日 
 至 平成22年７月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成23年７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 246,986 195,017

減価償却費 19,541 20,525

のれん償却額 453 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,217 2,438

受取利息及び受取配当金 △1,003 △548

投資有価証券評価損益（△は益） 57 8,761

支払利息 99 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,116

売上債権の増減額（△は増加） △1,749 △14,465

たな卸資産の増減額（△は増加） 710 △589

仕入債務の増減額（△は減少） △28,313 △9,970

その他 △4,384 4,984

小計 237,615 209,268

利息及び配当金の受取額 1,003 548

利息の支払額 △99 －

法人税等の支払額 △99,827 △57,449

営業活動によるキャッシュ・フロー 138,692 152,367

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 △500,000

定期預金の払戻による収入 500,000 500,000

有形固定資産の取得による支出 △2,067 △7,674

その他 2,730 2,730

投資活動によるキャッシュ・フロー 662 △4,944

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 △64,324 △95,623

配当金の支払額 △89,080 △88,783

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 △147,543 △184,406

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8,188 △36,982

現金及び現金同等物の期首残高 770,304 913,671

現金及び現金同等物の四半期末残高 762,116 876,689
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 該当事項はありません。 

  

  

前第２四半期連結会計期間（自 平成22年５月１日 至 平成22年７月31日） 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成22年２月１日 至 平成22年７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）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２四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

【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） 

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  234,308  155,813  4,971  395,093  －  395,093

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 6,561  3,048  －  9,610 ( )9,610  －

計  240,870  158,862  4,971  404,704 ( )9,610  395,093

営業利益又は営業損失（△）  123,221  △782  506  122,945 ( )9,177  113,767

  
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  469,316  355,812  8,721  833,850  －  833,850

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 13,609  4,139  －  17,748 ( )17,748  －

計  482,926  359,951  8,721  851,599 ( )17,748  833,850

営業利益又は営業損失（△）  255,953  6,741  △97  262,598 ( )17,467  245,131
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前第２四半期連結累計期間（自 平成22年２月１日 至 平成22年７月31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２四半期連結累計期間（自 平成22年２月１日 至 平成22年７月31日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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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、「ASP事業」、「システムソリューション事業」、「物流ソリューション事業」及び「その他事

業」の４つを報告セグメントとしております。 

「ASP事業」では、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」を行って

おります。 

「システムソリューション事業」では、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、「物流ソリューション事業」は、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）、「その他

事業」は、直営の外食店舗の運営を行っております。 

  

２ 報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報  

当第２四半期連結累計期間（自 平成23年２月１日 至 平成23年７月31日） 

（単位：千円）

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成23年５月１日 至 平成23年７月31日） 

（単位：千円）

（注）１ セグメント間取引消去によるものであります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の売上総利益と一致しております。 

  

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。  

  

【セグメント情報】

  

報告セグメント 

調整額 

（注）１ 

四半期連結

損益計算書

計上額 

（注）２ ASP事業 

システムソ

リューショ

ン事業 

物流ソリュ

ーション事

業 その他事業 計 

売上高               

 外部顧客への売上高 394,664 49,821 312,725 11,682 768,893 － 768,893

セグメント間の内部売上高

又は振替高 15,426 － 2,798 － 18,225 △18,225 －

計 410,091 49,821 315,523 11,682 787,118 △18,225 768,893

セグメント利益 

（売上総利益） 323,558 16,813 48,847 2,115 391,336 － 391,336

  

報告セグメント 

調整額 

（注）１ 

四半期連結

損益計算書

計上額 

（注）２ ASP事業 

システムソ

リューショ

ン事業 

物流ソリュ

ーション事

業 その他事業 計 

売上高               

 外部顧客への売上高 196,773 28,094 157,584 6,152 388,604 － 388,604

セグメント間の内部売上高

又は振替高 7,867 － 1,307 － 9,174 △9,174 －

計 204,640 28,094 158,891 6,152 397,779 △9,174 388,604

セグメント利益 

（売上総利益） 161,789 9,998 24,137 1,114 197,039 － 197,039
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（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。  

  

   

 当社は、第１四半期連結会計期間において、平成23年３月18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２四半期連結累計期間において、自己株式が95,623

千円増加し、当第２四半期連結会計期間末において1,028,776千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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