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1.  平成25年9月期第3四半期の業績（平成24年10月1日～平成25年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

25年9月期第3四半期 1,311 1.0 △30 ― △40 ― △29 ―
24年9月期第3四半期 1,298 △24.8 △54 ― △64 ― △50 ―

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

25年9月期第3四半期 △1,352.08 ―
24年9月期第3四半期 △2,286.50 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年9月期第3四半期 1,708 691 40.5
24年9月期 1,756 720 41.0
（参考） 自己資本   25年9月期第3四半期  691百万円 24年9月期  720百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

24年9月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年9月期 ― 0.00 ―
25年9月期（予想） 1,000.00 1,000.00

3. 平成25年 9月期の業績予想（平成24年10月 1日～平成25年 9月30日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

通期 2,100 13.1 57 138.1 44 323.5 26 ― 1,185.64



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年9月期3Q 25,138 株 24年9月期 25,138 株
② 期末自己株式数 25年9月期3Q 3,315 株 24年9月期 3,315 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年9月期3Q 21,823 株 24年9月期3Q 21,968 株

※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
半期財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、【添付
資料】３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

  当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、新たな経済政策及び金融政策に対する期待感からの円安進行、株

価上昇等、一部の個人消費及び企業業績の回復感もみられたものの、中国経済の減速懸念等により国内景気は依然

として先行き不透明な状況が続いております。  

 当社の主要販売先である外食産業におきましては、引き続き消費者の節約志向は強く、顧客獲得競争は更に激し

さを増しております。また、円安による輸入食材価格の高騰等により、当社の事業領域において厳しい状況が続い

ております。 

 このような環境のもと、大手外食チェーンを中心に、従来からのＡＳＰサービス及びシステム機器を中心とした

販売活動に加え、生活防衛意識の高まりにより、消費者志向が変化していることへ対応するべく顧客情報サービス

に注力してまいりました。 

 その結果、当第３四半期累計期間の売上高は1,311,650千円（前年同四半期比1.0％増）となりました。利益面に

関しましては、ＡＳＰサービス事業及びシステム機器事業の新規受注を獲得したものの、月額サービスへの寄与に

一定の時間を要すること等により、営業損失30,943千円（前年同四半期は営業損失54,481千円）、経常損失40,433

千円（前年同四半期は経常損失64,602千円）、四半期純損失29,506千円（前年同四半期は四半期純損失50,229千

円）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、新規受注

等の獲得等がありました。しかしながら、月額サービスの本格的な回復とはならず、売上高は781,331千円（前年同

四半期比6.2％増）となりました。月額サービス料も９ヶ月累計で658,016千円（前年同四半期比1.5％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、新規出店及び一部前期からの新規受注のずれ込み等があったため、売上高は367,851千円

（前年同四半期比9.9％増）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162,467千円（前年

同四半期比28.7％減）となりました。   

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

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、1,708,401千円となり、前事業年度末に比べ48,229千円減少いたし

ました。主な増減は、流動資産では、受取手形及び売掛金が110,715千円減少いたしました。固定資産において

は、ソフトウエア仮勘定75,909千円の増加がありました。また、流動負債では１年内返済予定の長期借入金

100,000千円が減少いたしました。純資産につきましては、四半期純損失の計上により691,174千円となり、29,440

千円減少いたしました。 

  

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、営業活動によるキャッシュ・

フローにより得られた資金や、投資活動及び財務活動によるキャッシュ・フローにより使用した資金により前事業

年度末に比べ22,327千円減少し、当第３四半期会計期間末には477,892千円となりました。 

 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94,638千円（前年同四半期は使用した資金776千

円）となりました。これは主に、減価償却費63,160千円の計上及び売上債権122,522千円の減少があった一方で、

税引前四半期純損失40,433千円の計上及びたな卸資産49,502千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投資活動の結果使用した資金は106,046千円（前年同四半期は使用した資金6,246

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75,909千円による資金の減少によるものであり

ます。 

１．当四半期決算に関する定性的情報



（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10,919千円（前年同四半期は使用した資金

124,130千円）となりました。これは主に、社債の発行による収入69,223千円があった一方で長期借入金の返済に

よる支出100,000千円があったことによる資金の減少によるものであります。 

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

 当社主要顧客である外食産業を取り巻く環境は、長引く消費者の節約志向、食材価格の高騰及び顧客獲得競争の

激化等厳しい状況が続くものと予想されます。このような状況を踏まえ、平成24年11月16日付の「平成24年9月期 

決算短信〔日本基準〕（非連結）」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。    

   

（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 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年10月１日以後に取得した有形固定資産に

ついて、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。   

   

該当事項はありません。   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等



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24年９月30日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 522,720 504,892

受取手形及び売掛金 282,952 172,236

商品 414,914 465,622

その他 61,010 60,923

貸倒引当金 △3,575 △2,197

流動資産合計 1,278,021 1,201,477

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 12,240 11,106

車両運搬具（純額） 0 0

工具、器具及び備品（純額） 184,342 141,551

土地 20,429 20,429

建設仮勘定 14,123 39,203

有形固定資産合計 231,135 212,289

無形固定資産   

ソフトウエア 28,765 11,853

ソフトウエア仮勘定 － 75,909

その他 2,445 2,445

無形固定資産合計 31,211 90,208

投資その他の資産   

出資金 145 151

長期前払費用 103,564 104,283

繰延税金資産 27,730 28,683

長期未収入金 82,446 73,018

その他 34,559 34,726

貸倒引当金 △36,644 △40,360

投資その他の資産合計 211,803 200,502

固定資産合計 474,149 503,000

繰延資産   

社債発行費 4,460 3,923

繰延資産合計 4,460 3,923

資産合計 1,756,631 1,708,401



（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年９月30日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 64,179 56,813

短期借入金 561,000 611,000

1年内償還予定の社債 60,000 74,000

1年内返済予定の長期借入金 100,000 －

未払法人税等 18,098 1,253

引当金 14,417 3,706

その他 91,280 115,339

流動負債合計 908,976 862,112

固定負債   

社債 110,000 136,000

引当金 17,039 －

退職給付引当金 － 19,113

固定負債合計 127,039 155,113

負債合計 1,036,016 1,017,226

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 287,460 257,953

自己株式 △248,239 △248,239

株主資本合計 720,682 691,175

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △66 △1

評価・換算差額等合計 △66 △1

純資産合計 720,615 691,174

負債純資産合計 1,756,631 1,708,401



（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23年10月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年10月１日 

 至 平成25年６月30日) 

売上高 1,298,619 1,311,650

売上原価 938,397 901,142

売上総利益 360,222 410,507

販売費及び一般管理費 414,704 441,451

営業損失（△） △54,481 △30,943

営業外収益   

受取利息 128 31

受取配当金 19 42

雑収入 575 502

営業外収益合計 723 576

営業外費用   

支払利息 6,308 6,146

支払保証料 1,811 1,458

その他 2,723 2,461

営業外費用合計 10,843 10,066

経常損失（△） △64,602 △40,433

特別損失   

貸倒引当金繰入額 2,004 －

特別損失合計 2,004 －

税引前四半期純損失（△） △66,606 △40,433

法人税、住民税及び事業税 1,181 1,193

法人税等調整額 △17,557 △12,120

法人税等合計 △16,376 △10,927

四半期純損失（△） △50,229 △29,506



（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23年10月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年10月１日 

 至 平成25年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △66,606 △40,433

減価償却費 74,224 63,160

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,004 2,338

賞与引当金の増減額（△は減少） △12,909 △10,710

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,020 2,074

受取利息及び受取配当金 △148 △73

支払利息 9,569 8,753

売上債権の増減額（△は増加） 138,681 122,522

たな卸資産の増減額（△は増加） △77,948 △49,502

仕入債務の増減額（△は減少） △74,768 △7,366

その他の流動資産の増減額（△は増加） △1,572 8,301

その他の流動負債の増減額（△は減少） 25,565 19,046

その他 1,608 △365

小計 20,721 117,745

利息及び配当金の受取額 148 73

利息の支払額 △7,877 △6,640

法人税等の支払額 △13,769 △16,540

営業活動によるキャッシュ・フロー △776 94,638

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 △6,879 △25,768

無形固定資産の取得による支出 △5,000 △75,909

定期預金の預入による支出 △5,900 △4,500

定期預金の払戻による収入 25,200 －

敷金及び保証金の差入による支出 △7,652 △83

敷金及び保証金の回収による収入 2,180 210

その他 △8,195 5

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,246 △106,046

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 1,242,000 1,400,000

短期借入金の返済による支出 △1,242,000 △1,350,000

長期借入金の返済による支出 － △100,000

社債の発行による収入 － 69,223

社債の償還による支出 △30,000 △30,000

株式の発行による収入 1,856 －

自己株式の取得による支出 △79,237 －

配当金の支払額 △16,749 △142

財務活動によるキャッシュ・フロー △124,130 △10,919

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △131,154 △22,327

現金及び現金同等物の期首残高 644,871 500,220

現金及び現金同等物の四半期末残高 513,716 477,892



 該当事項はありません。    

   

 該当事項はありません。  

     

 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。   

   

  （株式分割及び単元株制度の採用について） 

 当社は、平成25年８月９日開催の取締役会において、株式分割の実施、単元株制度の採用について決議いたしま

した。 

  

１．株式分割の目的 

当社は、平成19年11月27日に全国証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨に鑑み、

平成25年10月１日を効力発生日として、当社普通株式を１株につき100株の割合での株式分割と、100株を１単元と

する単元株制度を採用いたします。 

  

２．株式分割の方法 

平成25年9月30日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を、１株

につき100株の割合をもって分割いたします。 

  

３．分割により増加する株式数 

 ①株式分割前の発行済株式総数      25,138株 

 ②今回の分割により増加する株式数  2,488,662株 

 ③株式分割後の発行済株式総数    2,513,800株 

 ④株式分割後の発行可能株式総数   9,170,400株 

  

４．株式分割の日程 

 ①基準日公告日    平成25年９月13日 

 ②基準日       平成25年９月30日 

 ③効力発生日     平成25年10月１日 

  

５．１株あたり情報に及ぼす影響 

 当該株式分割が前会計年度の期首に行われたと仮定した場合の１株当たり情報は、以下の通りであります。 

（注）前第３四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するも

のの１株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。当第３四半期累計期間の潜在株式調整

後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。 

   

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

（７）重要な後発事象

  
前第３四半期累計期間 

（自 平成23年10月１日 
至 平成24年６月30日） 

当第３四半期累計期間 
（自 平成24年10月１日 

至 平成25年６月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 円 銭 △22 87 円52銭 △13

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 円 銭 － － 円 銭 － －
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