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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、政府による経済政策及び日銀による金融政策を背景とした、企業収

益の改善傾向がみられましたが、消費者マインドには足踏みが見られ、依然として先行き不透明な状況が続いてお

ります。一方、当社の主要販売先である外食産業におきましては、食材価格の高騰や、人手不足を背景とした人件

費の上昇傾向及び、中食市場の拡大による競争激化など、当社の事業領域においては依然として厳しい状況が続い

ております。

 このような環境のもと、当社は、大手外食チェーンを中心に従来からのＡＳＰサービスを核としたトータルソリ

ューションシステムの提供と、規模を問わず、あらゆる業態店舗に対応するパッケージ型の基幹業務システム「飲

食店経営管理システム(R)」の販売活動に注力してまいりました。

 その結果、当第３四半期累計期間は、売上高は1,590,628千円（前年同四半期比0.9％減）となりました。利益面

に関しましては、営業利益107,280千円（前年同四半期比316.9％増）、経常利益82,058千円（前年同四半期比

373.4％増）、四半期純利益67,060千円（前年同四半期比811.2％増）と、大幅増益となりました。

 

事業部門別の業績は、以下のとおりであります。

 当社は、ＡＳＰサービス事業を単一セグメントとしておりますが、ＡＳＰサービス事業を核として、顧客である

飲食店舗にＡＳＰサービス事業、システム機器事業、周辺サービス事業を一体として提供しております。

① ＡＳＰサービス事業

 当事業におきましては、月額サービスの新規顧客獲得及び既存顧客へのサービス拡大に注力した結果、月額サー

ビス料が回復傾向にあることにより、売上高は818,267千円（前年同四半期比10.7％増）となりました。月額サービ

ス料は累計で792,546千円（前年同四半期比9.4％増）と推移しました。

② システム機器事業

 当事業におきましては、システム機器の新規受注等に注力した結果、売上高は658,832千円（前年同四半期比

14.2％減）となりました。

③ 周辺サービス事業

 当事業におきましては、サプライ品、機器修理及び他社商品の販売等を行った結果、売上高は113,528千円（前年

同四半期比15.9％増）となりました。

 

（２）財政状態に関する説明

①財政状態の状況

 当第３四半期会計期間末における総資産は、1,685,305千円となり、前事業年度末に比べ138,903千円増加いたし

ました。主な増減は、流動資産では、現金及び預金52,778千円、商品37,220千円の増加、売掛金37,615千円の減少

がありました。固定資産においては、ソフトウエアが44,554千円、建設仮勘定22,680千円の増加、工具、器具及び

備品17,069千円の減少がありました。また、流動負債では、短期借入金が58,000千円の減少の一方、買掛金38,105

千円、1年内返済予定の長期借入金36,000千円の増加がありました。固定負債では、長期借入金28,200千円、退職給

付引当金8,841千円の増加の一方で、社債7,000千円の減少がありました。

②キャッシュ・フローの状況

 当第３四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動で得られた資金と、

投資活動及び財務活動により使用した資金によって、前事業年度に比べ48,278千円増加し、当第３四半期会計期間

末には347,812千円となりました。当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は

次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

 当第３四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は197,757千円（前年同四半期は使用した資金

56,402千円）となりました。これは主に、税引前四半期純利益80,263千円、減価償却費62,936千円の計上のほか、

売上債権37,784千円の減少、仕入債務37,051千円の増加によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期累計期間において営業活動の結果使用した資金は137,736千円（前年同四半期は使用した資金

69,945千円）となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出106,755千円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期累計期間において財務活動の結果使用した資金は11,743千円（前年同四半期は使用した資金78,863

千円）となりました。これは長期借入れによる収入108,000千円があった一方で、短期借入金の純減少額58,000千

円、長期借入金の返済による支出43,800千円、社債の償還による支出17,000千円などがあったことによるものであ

ります。
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（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 当社は、引き続き、「飲食店経営管理システム（R）」を含めたASPサービス、オーダーエントリーシステム等の

システム機器を駆使したソリューションビジネスを展開していくと共に、かねてからの取り組んでおります、「自

動発注システム」導入前後のお客様先業務改革及び、フォローアップ強化のための社内外のネットワーク体制の構

築を強化してまいります。

 当社主要顧客である外食企業は、食材価格の高騰や、人手不足を背景とした人件費の上昇傾向及び、中食市場の

拡大による競争激化など、当社の事業領域においては依然として厳しい状況が続いております。 

 このような状況を踏まえ、平成28年５月９日付の「平成28年９月期業績予想の修正に関するお知らせ」にて公表

いたしました通期の業績予想に変更はありません。

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用） 

 法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第32号 平成28年６月17日）を当第３四半期会計期間に適用し、平成28年４月１日以降に取得した建物附属設

備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。 

 なお、当第３四半期累計期間の損益に与える影響はありません。

 

３．継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項はありません。
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４．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

    （単位：千円） 

 
前事業年度 

(平成27年９月30日) 
当第３四半期会計期間 
(平成28年６月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 340,034 392,812 

売掛金 212,377 174,762 

商品 375,428 412,648 

貯蔵品 23,168 30,389 

前渡金 15,120 14,394 

前払費用 20,392 23,164 

繰延税金資産 35,451 25,013 

未収入金 4,742 13,531 

その他 964 12,535 

貸倒引当金 △6,403 △5,553 

流動資産合計 1,021,275 1,093,699 

固定資産    

有形固定資産    

建物（純額） 7,660 6,626 

工具、器具及び備品（純額） 57,192 40,123 

土地 20,429 20,429 

リース資産 － 16,301 

建設仮勘定 77,380 100,060 

有形固定資産合計 162,661 183,540 

無形固定資産    

ソフトウエア 81,834 126,388 

ソフトウエア仮勘定 57,234 69,956 

電話加入権 2,445 2,445 

無形固定資産合計 141,513 198,790 

投資その他の資産    

出資金 139 132 

長期前払費用 147,722 142,908 

敷金及び保証金 19,326 19,326 

繰延税金資産 22,377 34,877 

長期未収入金 74,321 74,321 

その他 10,308 10,339 

貸倒引当金 △53,740 △72,903 

投資その他の資産合計 220,455 209,003 

固定資産合計 524,631 591,334 

繰延資産    

社債発行費 494 271 

繰延資産合計 494 271 

資産合計 1,546,401 1,685,305 
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    （単位：千円） 

 
前事業年度 

(平成27年９月30日) 
当第３四半期会計期間 
(平成28年６月30日) 

負債の部    

流動負債    

買掛金 176,975 215,080 

短期借入金 611,000 553,000 

1年内償還予定の社債 24,000 14,000 

1年内返済予定の長期借入金 50,400 86,400 

リース債務 － 3,772 

未払金 31,820 44,634 

未払費用 9,757 12,012 

未払法人税等 8,353 14,936 

預り金 8,659 9,212 

前受金 52,329 50,256 

賞与引当金 16,251 4,702 

その他 6,484 15,782 

流動負債合計 996,032 1,023,792 

固定負債    

社債 21,000 14,000 

長期借入金 66,000 94,200 

リース債務 － 14,147 

退職給付引当金 21,903 30,744 

固定負債合計 108,903 153,092 

負債合計 1,104,935 1,176,884 

純資産の部    

株主資本    

資本金 537,862 537,862 

資本剰余金 143,599 143,599 

利益剰余金 8,223 75,283 

自己株式 △248,286 △248,286 

株主資本合計 441,398 508,458 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 67 △37 

評価・換算差額等合計 67 △37 

純資産合計 441,465 508,420 

負債純資産合計 1,546,401 1,685,305 

 

- 5 -

株式会社アルファクス・フード・システム（3814）
平成28年９月期 第３四半期決算短信（非連結）



（２）四半期損益計算書

（第３四半期累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第３四半期累計期間 
(自 平成26年10月１日 

 至 平成27年６月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成27年10月１日 
 至 平成28年６月30日) 

売上高 1,605,548 1,590,628 

売上原価 1,103,817 1,057,133 

売上総利益 501,730 533,495 

販売費及び一般管理費 475,999 426,215 

営業利益 25,731 107,280 

営業外収益    

受取利息 36 15 

受取配当金 76 37 

貸倒引当金戻入額 389 850 

その他 358 551 

営業外収益合計 859 1,454 

営業外費用    

支払利息 6,734 6,744 

支払保証料 768 547 

貸倒引当金繰入額 － 19,162 

その他 1,754 222 

営業外費用合計 9,257 26,676 

経常利益 17,333 82,058 

特別損失    

固定資産売却損 669 － 

ゴルフ会員権売却損 1,450 － 

訴訟関連費用 － 1,795 

特別損失合計 2,119 1,795 

税引前四半期純利益 15,213 80,263 

法人税、住民税及び事業税 1,693 15,217 

法人税等調整額 6,160 △2,014 

法人税等合計 7,854 13,202 

四半期純利益 7,359 67,060 

 

- 6 -

株式会社アルファクス・フード・システム（3814）
平成28年９月期 第３四半期決算短信（非連結）



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

    （単位：千円） 

 
前第３四半期累計期間 
(自 平成26年10月１日 

 至 平成27年６月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成27年10月１日 
 至 平成28年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前四半期純利益 15,213 80,263 

減価償却費 58,479 62,936 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △389 18,312 

賞与引当金の増減額（△は減少） △14,304 △11,548 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,146 8,841 

受取利息及び受取配当金 △112 △53 

支払利息 7,961 7,291 

売上債権の増減額（△は増加） 24,507 37,784 

たな卸資産の増減額（△は増加） △149,260 △44,441 

仕入債務の増減額（△は減少） 6,413 37,051 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △1,114 △25,013 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △1,287 38,636 

固定資産売却損益（△は益） 669 － 

ゴルフ会員権売却損益（△は益） 1,450 － 

その他 1,785 4,311 

小計 △47,838 214,372 

利息及び配当金の受取額 112 53 

利息の支払額 △6,515 △7,102 

法人税等の支払額 △2,160 △9,566 

営業活動によるキャッシュ・フロー △56,402 197,757 

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 △30,060 △26,480 

有形固定資産の売却による収入 3,910 － 

無形固定資産の取得による支出 △43,037 △106,755 

定期預金の預入による支出 △4,500 △4,500 

敷金及び保証金の回収による収入 323 － 

ゴルフ会員権の売却による収入 3,600 － 

その他 △182 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー △69,945 △137,736 

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 1,733,200 1,510,000 

短期借入金の返済による支出 △1,897,700 △1,568,000 

長期借入れによる収入 150,000 108,000 

長期借入金の返済による支出 △21,000 △43,800 

社債の償還による支出 △37,000 △17,000 

リース債務の返済による支出 － △943 

その他 △6,363 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー △78,863 △11,743 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △205,211 48,278 

現金及び現金同等物の期首残高 452,868 299,534 

現金及び現金同等物の四半期末残高 247,657 347,812 
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（４）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

 該当事項はありません。

 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

 該当事項はありません。

 

 

（セグメント情報等）

 【セグメント情報】

 当社は、ＡＳＰサービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 
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