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消滅会社（株式会社ユニマットクリーンライフ）に係わる決算短信について 
 

 

 

当社は平成 18 年４月１日付けで合併し、消滅会社である株式会社ユニマットクリーンライフの  

平成 18 年３月期の決算短信の概要について、別添のとおりお知らせいたします。 

 

 

 

 

記 

 

 

消滅会社（株式会社ユニマットクリーンライフ）の平成 18 年３月期 決算短信（非連結）の概要 
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添 付 資 料                      株式会社ユニマットライフ     
（旧会社名 株式会社ユニマットクリーンライフ 

                                            （財）財務会計基準機構会員  

平成 18 年３月期    決算短信（非連結）            平成 18 年５月 18 日 

会 社 名 株式会社ユニマットライフ（旧会社名 株式会社ユニマットクリーンライフ）   上場取引所    東 

コード番号 ７５６０                               本社所在都道府県 東京都 

（ＵＲＬ  http://www.unimat-life.co.jp） 

代  表  者  役 職 名  代表取締役社長 

         氏   名  芝 岡 裕 之 

問合せ先責任者  役 職 名  取締役社長室長 

         氏   名  大 野 憲 二                  ＴＥＬ (03)5770-1537 
決算取締役会開催日  平成 18 年５月 18 日                      中間配当制度の有無 有 

単元株制度採用の有無 無 

 

１．18 年３月期の業績（平成 17 年４月１日～平成 18 年３月 31 日） 

（１） 経営成績                                   （百万円未満切り捨て） 

 売上高 営業利益 経常利益 

 

18 年３月期 

17 年３月期 

百万円  ％

6,556  （8.2） 

6,059  （6.2） 

百万円  ％

675 （18.8） 

569 （47.0） 

百万円  ％

675 （31.4） 

514 （31.8） 

 当期純利益 
１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 

株 主 資 本 

当期純利益率 

総 資 本 

経常利益率 

売 上 高 

経常利益率 

 

18 年３月期 

17 年３月期 

百万円   ％ 

334 （19.4） 

280 （36.4） 

円 銭

13,131 52

36,336 27

円 銭
－ －

－ －

％
27.9
34.3

％ 
22.8 
18.2 

％
10.3
8.5

（注）①持分法投資損益   18 年３月期  ―百万円  17 年３月期  ―百万円 

②期中平均株式数   18 年３月期  25,500 株  17 年３月期  7,715 株  

③会計処理の方法の変更       無 

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

⑤平成 17 年３月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、当社株式は前事業年度において上場しており、それ以前 

は非上場であり、かつ店頭登録もしていないため期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。 

⑥平成18年３月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 

⑦平成17年５月20日付をもって、普通株式1株を３株に分割いたしました。なお、平成18年３月期の期中平均株式数及び１株当た

り当期純利益は、期首に分割が行われたものとして計算しております。 

（２） 配当状況                                    （百万円未満切り捨て） 

１株当たり年間配当金 
 

 中間 期末 

配当金総額 

（年間） 
配当性向 株主資本配当率

 
18 年３月期 

17 年３月期 

円 銭 

－ －  

6,000 00  

円 銭

－ － 

－ － 

円 銭

－ － 

6,000 00 

百万円

－ 

51 

％ 

－ 

16.5 

％

－ 

4.8 

（注）㈱ユニマットクリーンライフは、平成 18 年４月１日に㈱ユニマットオフィスコと合併し、商号を株式会社ユニマットライフに

変更しております。なお、合併期日前日の最終の㈱ユニマットクリーンライフの株主名簿に記載された株主に対し、その所有す

る当社の株式 1 株につき 2,400 円の合併交付金を、平成 18 年３月期の利益配当金に代えて支払います。 

（３） 財政状態                                    （百万円未満切り捨て） 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 

18 年３月期 

17 年３月期 

百万円 

3,071    

2,844    

百万円

1,344   

1,058   

％ 

43.8  

37.2  

円  銭

52,743  93 

124,508  25 

（注）①期末発行済株式数  18 年３月期   2 5 , 5 0 0 株  17 年３月期  8 , 5 0 0 株 

②期末自己株式数   18 年３月期      ― 株  17 年３月期    ― 株 

（４） キャッシュ･フローの状況                             （百万円未満切り捨て） 

 営業活動による 

キャッシュ・フロー 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 

期 末 残 高 

 

18 年３月期 

17 年３月期 

百万円 

429    

247    

百万円

△83   

△34   

百万円 

△232    

△237    

百万円

562   

448   

 

２．19 年３月期の業績予想（平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日） 

次期の業績予想につきましては、株式会社ユニマットライフ（旧会社名 株式会社ユニマットオフィスコ）の決算短信

をご参照下さい。 
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１．企業集団の状況 
 

株式会社ユニマットクリーンライフ（当社）は、平成 16 年４月１日に 100％子会社である㈱ユニマットファクトリーを

吸収合併しました。従って、企業集団の状況の記載は行っておりません。 

なお、当社は、マット、モップ、空気清浄機及び浄水器等の環境美化用品をルートシステムにより一般事業所等へのレ

ンタル及び販売、オフィス、レストラン等の清掃業務並びにリサイクルトナーの販売・回収業務などオフィス環境サービ

ス事業を行なっております。また、その他の事業としてルートシステムにおける販売ルートを活用し、新商品の試供品配

布などを行なう広告媒体業務及び個人向けにサプリメントなど健康関連商品及び携帯電話の販売を行なっております。な

お、当期より調剤薬局事業を開始いたしました。 

事業の運営につきましては首都圏及び関西圏においては当社営業所（14 営業所）が事業の運営にあたっておりますが、

その他の地域につきましては代理店 25 社及び業務代行委託先 39 社と提携し、全国規模の事業運営を行なっております。

また、レンタル品のクリーニング、加工業務につきましては、基本的に当社工場で行なっておりますが、一部をクリーニ

ング業務委託先に外注しております。 

 

［事業系統図］ 

当社の事業を系統図によって示すと次のとおりであります。 

 

 

 

 

【
外
注
委
託
】

【
業
務
提
携
】 

【ルート業務】

環境美化

用品販売

リサイクルトナー

の販売・回収 
広 告 媒 体

調 剤 薬 局

健 康 関 連 商 品

株式会社ユニマットクリーンライフ 

レンタル 

汚品搬出 

クリーニング済み

レンタル品の搬入

レンタル部門 商品販売部門
クリーンメン

テナンス部門 

清掃業務 

の提供 

クリーニング工場 

（レンタル品のクリーニング、加工）

レンタル品納入、 

レンタル汚品回収 

代
理
店 

業
務
代
行
委
託
先 

お   客   様 

その他の部門

外
注
先 

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
工
場 
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（旧会社名 株式会社ユニマットクリーンライフ 

 

２．経営方針 
 

株式会社ユニマットオフィスコと株式会社ユニマットクリーンライフは、平成18年4月1日を合併期日として合併し、

株式会社ユニマットライフとなりました。 

株式会社ユニマットライフの経営方針は以下のとおりであります。 

 

(１) 経営の基本方針 

 当社は『暮らしの中にひとときの「ゆとり」と「安らぎ」をお届けすること』を経営理念とし、人々のライフス

タイルに応じたアメニティ豊かな提案を積極的に推進していくことにより社会の発展に貢献してまいります。 

 当社グループにおきましては、収益性の高いＯＣＳ事業及びレンタル事業（平成18年４月１日に旧株式会社ユニ

マットクリーンライフとの合併により引継いでおります。）の更なる事業拡充を図りながら、子会社のユニマットキ

ャラバン株式会社に集約化し、飲食事業の利益計画の早期達成を目指しております。また、その他の事業につきま

しては、早急に中長期的な事業採算性の再評価を行い、成長性及び収益性が見込める事業につきましては、積極的

な経営資源の投入を行ってまいります。 

 

(２) 会社の利益配分に関する基本方針 

 当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要政策と位置付けております。配当決定にあたっては、財政状態

及び経営成績及び内部留保を総合的に勘案し、可能な限り株主の皆様へ還元していく所存であります。なお、内部

留保につきましては企業価値の最大化を見据え、コア事業であるＯＣＳ事業及びレンタル事業の収益力の向上、経

営基盤の強化とともに成長性のある事業への投資に充当してまいります。 

 

(３) 目標とする経営指標 

 当社グループにおきましては、収益性の高いＯＣＳ事業及びレンタル事業の更なる事業拡充を図るとともに、飲

食事業の利益計画の早期達成を目指しております。また、その他事業につきましても中長期的な事業採算性の再評

価を行うことにより、グループ全体の経営効率を最大化させるべく経営努力をしてまいります。 

 従いまして、当社グループの目標といたしましては、企業の収益力と経営成績を最も適切に表している指標とし

て売上高経常利益率、投下資本の収益性・効率性を見る総資本当期純利益率（ＲＯＡ）を以下のとおり設定して各

指標の目標達成に向けて経営に邁進してまいります。 

 売上高経常利益率：12％   総資本当期純利益率（ＲＯＡ）：８％ 

 

 (４) 中長期的な会社の経営戦略 

 当社が目指しているのはビジネスシーンからオフタイムまで、あらゆる空間に、誰にとっても心地いい環境を創

造することにより社会の発展に貢献していくことです。そのための中長期的な経営戦略は、コアビジネスを着実に

拡大し、それに続くニューコアビジネスを育成するとともに、更なる新規ビジネスを立ち上げることにより、当社

の企業価値を永続的に高めていくことです。具体的戦略につきましては以下の通りであります。 

① ＯＣＳ事業 

ａ．同業種間の「狭義のＯＣＳ競合」及び外資系を中心とした各種カフェ等異業種間との「広義のＯＣＳ競合」と

いう重層的な厳しい競合の状況下において、市場調査や顧客情報収集によるマーケティング強化と既存顧客との

コミュニケーションを徹底することにより、最重要市場である大都市圏での事業再構築を図ります。 

ｂ．市場ニーズに対応した商材を提供し続けるとともに、コーヒーの原点に立ち返り「味と香り」を追求した商品

を開発してまいります。 

② レンタル事業 

ａ．全国展開しているＯＣＳ事業の営業網を活用し、新規顧客開拓に邁進するとともに、Ｍ＆Ａ専任者を配置し、

営業権取得を積極的に推し進め、市場シェアの拡大を図ってまいります。 

ｂ．お客様ニーズの迅速な対応を徹底し、新たなレンタル商材の開発に鋭意努力してまいります。 
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（旧会社名 株式会社ユニマットクリーンライフ 

 

③ 飲食事業 

ａ．子会社ユニマットキャラバン株式会社への飲食事業集約化にともなう事業効率の向上を実現するとともに、各

店舗における採算性を重視してまいります。今後とも採算性向上の見込めない店舗につきましては、早期にスク

ラップ化するとともに、採算性向上の可能性が認められる店舗へは資源を集中させ、積極的な対応を講じてまい

ります。 

ｂ．カフェ「カフェラミル」、レストラン「オーバカナル」など基幹ブランドごとの特徴を強調した一貫性のある店

造りと各ブランドらしさを失わない差別化した店舗運営体制を整備してまいります。また、昨年、子会社化いた

しましたキャラバンコーヒー株式会社のブランド「キャラバンコーヒー」の浸透を図ってまいります。 

④ 新規事業 

ａ．高齢者を対象としたケアサポート事業及び昨年度より開始した調剤薬局事業につきましては、今後とも市場規

模の拡大が見込めると認識し、早急な事業ノウハウの蓄積を行うとともに、積極的な事業の拡大を図ってまいり

ます。 

ｂ．ＶＯＸ事業その他通信サービス事業につきましては、当期における当該事業の業績の推移に基づき、中長期的

な成長性及び収益性を加味し、事業採算性の再評価を行なってまいります。 

ｃ．既存事業の領域にとらわれることなく、当社の次世代におけるコアビジネスとなる可能性を秘めた新たな事業

の探究を積極的に行なってまいります。 

 

(５) 会社の対処すべき課題 

① オフィスにおける飲料および環境美化のトータルプロデュース 

 旧株式会社ユニマットオフィスコ、旧株式会社ユニマットクリーンライフがそれぞれ事業を営んでおりましたＯ

ＣＳ市場およびダストコントロール市場は、両市場とも競合他社との激しい競争が継続するものと思われます。こ

のような市場環境においては、既存商品や既存のサービスを従前通りの方法により販売しているだけでは、競合他

社との差別化が困難であります。当社においては、ＯＣＳはコーヒーサーバー、ティーサーバーをはじめとして、

レンタル事業はマット、モップ、空気清浄機、浄水器をはじめとしてオフィスにおける様々なニーズにきめ細やか

に対応するトータルプロデュースを積極的に行なっていくことにより、同業他社との明確な差別化を推進してまい

ります。 

② 人材育成の強化 

 当社のコア事業であるＯＣＳ事業及びレンタル事業ともに、お客様へのルート定期訪問システムによる営業活動

が中心であります。今後とも、コア事業を拡大・成長し続けるためには、お客様と直接コミュニケーションを充分

に行えるルートセールスマンの確保とその育成が不可欠であります。優秀な人材を確保する方法論を探求するとと

もに新入社員の段階から計画的に育成する教育・研修プログラムの充実・強化を図ってまいります。また、管理職

以上につきましても、人材育成の強化を行い、質的向上に努めてまいります。 
 

(６) 内部管理体制の整備・運用状況 

社長直轄の内部監査部門として、業務監査室を設置しております。業務監査室は、各部門において会計帳票、決裁

書類、契約書等の重要資料を閲覧・確認しております。さらに法令、社内規程及び業務マニュアルに照らして、各事

業所で行なわれている業務処理の適正性、効率性を調査し、業務改善につながる内部監査を行うよう努めております。

当事業年度におきましては、中間および期末棚卸の立会及び全部署に対し年２回の監査を実施いたしました。 

コンプライアンスについてはコーポレート・ガバナンスの根幹であるとの認識のもと、単なる法令の遵守という問

題に限定せず、企業の社会的責任を誠実性、規律、常識に基づき積極的に果たしていく活動と位置づけ、体制整備に

努めております。さらに、社内規程につきましては、「稟議規程」「経理規程」等の諸規程を定め、適宜追加、改定

を行っております。 
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当社の経営監視・内部管理体制の状況の概略図は下記のとおりであります。 

 

取締役会 
取締役７名 

監査役２名 
（うち社外１名） 

株 主 総 会 

選任・解任 選任・解任 

業務監査室（１名） 

あずさ監査法人 

業務監査 
会計監査（商法） 

代表取締役 

業務担当取締役 

各業務執行部門 
事業部長等 

《役員・部次長会議》 

顧問弁護士 

法務アドバイス 

業務監査 
・関連法規、社内規程の遵守 
・効果的、効率的な事業活動 

 
※規程集 
・稟議規程 
・経理規程 
・個人情報保護規程 

会計監査 
（証券取引法） 

 

 

(７) 役員報酬・監査報酬の内容 

当事業年度に支払った役員及び監査法人に対する報酬は、下記のとおりであります。 

 役員報酬    取締役に支払った報酬   96,400 千円 

         監査役に支払った報酬   14,400 千円 

             計        110,800 千円 

    

 監査報酬    監査証明に係わる報酬   12,000 千円 

         上記以外の報酬       5,000 千円 

                計        17,000 千円 

 

(８) 親会社等に関する事項  

 該当事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態（旧株式会社ユニマットクリーンライフ） 
 

(１) 経営成績 

当期におけるわが国経済は、企業収益の持続的な改善や民間設備投資の増加などにより、堅調に推移しました。また、

雇用情勢や個人消費についても、緩やかではあるものの回復傾向となっております。一方、原油価格や原材料は依然と

して高水準で推移しており、先行きの不透明感は払拭できない状況となっております。 

このような経済環境のもと、当社では、新規顧客の開拓など営業活動を積極的に推し進めるとともにレンタル部門で

小規模ながら営業権の取得を 1件実施いたしました。また、レンタル部門、商品販売部門、クリーンメンテナンス部門、

その他の部門のすべてにおいて業績を伸ばすことが出来ました。 

その結果、当事業年度の業績は、売上高 6,556 百万円（前期比 8.2％増）、営業利益 675 百万円（同 18.8％増）、経常

利益 675 百万円（同 31.4％増）、当期純利益 334 百万円（同 19.4％増）となりました。 

 

部門別の業績は次のとおりであります。 

レンタル部門におきましては、新規顧客開拓を積極的に推し進めたことにより売上高は各営業所とも順調に推移い

たしました。その結果、レンタル部門売上高は 4,768 百万円（前期比 5.7％増）となりました。 

商品販売部門におきましては、環境美化用品の販売は不調でありましたが、トナーの販売が引続き好調でありまし

た。その結果、商品販売部門売上高は 955 百万円（前期比 13.5％増）となりました。 

クリーンメンテナンス部門におきましては、定期清掃の受注への取組みに注力したこと及び小口顧客の幅広いニー

ズに対応しました。その結果、クリーンメンテナンス部門売上高は 711 百万円（前期比 13.0％増）となりました。 

その他の部門におきましては、健康食品（サプリメント）の売上高が大幅に増加したこと及び調剤薬局の売上高が

寄与したことにより、その他の部門売上高は 122 百万円（前期比 53.7％増）となりました。 

 

(２) 財政状態 

① 貸借対照表の状況 

（流動資産） 

当事業年度末の流動資産は、前事業年度末に比べて 219 百万円増加し、1,361 百万円となりました。これは主に売

上高の増加に伴い現金及び預金が 113 百万円増加し、売掛金が 70 百万円増加したことによるものであります。 

 

（固定資産） 

当事業年度末の固定資産は、前事業年度末に比べて 7 百万円増加し、1,710 百万円となりました。これは主に有形

固定資産が 19 百万円、無形固定資産が 13 百万円減少しましたが、投資その他の資産が 40 百万円増加したことによる

ものであります。 

 

（流動負債） 

当事業年度末の流動負債は、前事業年度末に比べて 70 百万円減少し、1,231 百万円となりました。これは主に買掛

金が 55 百万円、未払金が 36 百万円、未払法人税等 15 百万円それぞれ増加したものの、短期借入金が 186 百万円減少

したこと等によるものであります。 

 

（固定負債） 

当事業年度末の固定負債は、前事業年度末に比べて 11 百万円増加し、494 百万円となりました。これは主に固定性

引当金が 11 百万円増加したことによるものであります。 

 

（資本） 

資本の部につきましては、当期純利益等により利益剰余金が 283 百万円増加した結果、前事業年度末に比べて 286

百万円増加し、1,344 百万円となりました。 
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② キャッシュ・フローの状況 

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下資金という。）は、レンタル資産の取得による支出 430 百万円、

法人税等の支払額 255 百万円、短期借入金の純減少額 186 百万円があったものの、税引前当期純利益 605 百万円が

計上され、かつ、レンタル資産償却費が 409 百万円あったこと等により、前事業年度末に比べ、113 百万円増加し、

当事業年度末には 562 百万円となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度において、営業活動の結果得られた資金は 429 百万円となりました。これは主に税引前当期純利益 605

百万円が計上され、レンタル資産償却費 409 百万円及びその他償却性資産の償却費 72 百万円があったものの、レンタ

ル資産の取得による支出 430 百万円、法人税等の支払額 255 百万円があったこと等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） 

当事業年度において、投資活動の結果使用した資金は 83 百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得に

よる支出 38 百万円及び敷金保証金の差入れによる支出 22 百万円があったこと等によるものであります。 

有形固定資産の取得の主なものは調剤薬局開設に伴う投資であります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度において、財務活動の結果使用した資金は 232 百万円となりました。これは主に、短期借入金の純減少

額 186 百万円、配当金支払額 50 百万円に使用した結果であります。 

 

キャッシュ・フロー指標のトレンド 

 

 
平成 16 年３月期 平成 17 年３月期 平成 18 年３月期 

自己資本比率 20.6 ％ 37.2 ％ 43.8 ％

時価ベースの自己資本比率 － ％ 204.4 ％ － ％

債務償還年数 － 年 2.4 年 0.9 年

インタレスト・カバレッジ・レシオ － 14.7   37.5  

自己資本比率： 自己資本／ 総資産 

時価ベースの自己資本比率： 株式時価総額／ 総資産 

債務償還年数： 有利子負債／ 営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ： 営業キャッシュ・フロー／ 利払い 

※当社は平成 16 年 11 月 19 日に上場しておりますので、平成 16 年３月期までは非上場でありかつ店頭登録もしてお

りませんので、平成 16 年３月期の時価ベースの自己資本比率については表示しておりません。 

※当社では、平成 16 年４月１日に 100％子会社である㈱ユニマットファクトリーを吸収合併しました。その結果平成

16 年３月期までは連結キャッシュ・フロー計算書を作成しており、単体によるキャッシュ・フロー計算書は作成し

ておりませんので、平成 16 年３月期の債務償還年数、インタレスト・カバレッジ・レシオについては、表示して

おりません。 

※当社は、平成 18 年４月１日に株式会社ユニマットオフィスコとの合併に伴い、平成 18 年３月 27 日に上場廃止と

なっておりますので、平成 18 年３月 31 日の株価（時価）はありませんので、平成 18 年３月期の時価ベースの自

己資本比率の記載しておりません。 

 

 

(３) 次期の見通し 

次期の業績予想につきましては、株式会社ユニマットライフ（旧会社名 株式会社ユニマットオフィスコ）の決算

短信をご参照下さい。 

 

４．時価発行公募増資等に係る資金使途計画及び資金充当実績 
 

平成 16 年 11 月 18 日のジャスダック証券取引所への上場に際し、公募増資により 185 百万円を調達いたしました。な

お、資金使途計画及び資金充当実績は概略以下のとおりであります。 

① 資金使途計画 

50 百万円を営業所新設に伴う資金に充当し、残額を同業他社の営業譲受け資金に使用する計画であります。 

② 資金充当実績 

当事業年度に具体的な営業所物件及び営業権の譲受け先が決定いたしませんでしたので、短期借入金の返済に充

当しております｡今後とも営業所物件及び営業権の譲受け先が具体化、決定するよう尽力してまいります。 
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５．財務諸表等
(1) 貸借対照表 

  
前事業年度 

（平成 17 年３月 31 日） 

当事業年度 

（平成 18 年３月 31 日） 
対前年比

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  448,245 562,010  

２．受取手形  10,395 8,904  

３．売掛金  548,276 618,400  

４．商品  14,200 19,083  

５．原材料  790 1,361  

６．貯蔵品  18,524 22,311  

７．前払費用  43,849 67,405  

８．繰延税金資産  59,488 62,069  

９．その他  871 3,426  

貸倒引当金  △2,990 △3,770  

流動資産合計  1,141,653 40.1 1,361,203 44.3 219,549

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1) 建物 ※１ 482,210 487,016   

減価償却累計額  143,851 338,359 165,691 321,325  

(2) 構築物  83,123 83,620   

減価償却累計額  25,500 57,622 30,688 52,932  

(3) 機械装置  105,783 112,214   

減価償却累計額  55,255 50,527 67,745 44,468  

(4) 車両運搬具  5,845 2,440   

減価償却累計額  4,650 1,195 1,903 536  

(5) 工具器具備品  77,434 81,081   

減価償却累計額  56,022 21,411 55,931 25,150  

(6) 土地 ※１ 225,971 225,971  

(7) 建設仮勘定  － 5,000  

有形固定資産合計  695,089 24.4 675,385 22.0 △19,704
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前事業年度 

（平成 17 年３月 31 日） 

当事業年度 

（平成 18 年３月 31 日） 
対前年比

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円）

２．無形固定資産    

(1) 営業権  51,447 37,440  

(2) 商標権  730 653  

(3) ソフトウェア  1,548 2,603  

(4) その他  7,392 7,197  

無形固定資産合計  61,118 2.2 47,895 1.6 △13,223

３．投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  5,200 10,040  

(2) 出資金  10 10  

(3) 破産債権等  4,291 2,513  

(4) 長期前払費用  1,822 1,444  

(5) 使用中レンタル資産  587,153 593,035  

(6) 差入保証金  208,519 218,028  

(7) 繰延税金資産  141,886 144,535  

(8) その他  3,496 21,522  

貸倒引当金  △5,781 △4,147  

投資その他の資産合計  946,598 33.3 986,983 32.1 40,384

固定資産合計  1,702,806 59.9 1,710,263 55.7 7,457

資産合計  2,844,460 100.0 3,071,467 100.0 227,007

    

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金  387,315 442,358  

２．短期借入金 ※１ 286,000 100,000  

３．１年内返済予定長期借入金 ※１ 169,000 174,400  

４．未払金  174,194 210,404  

５．未払費用  46 －  

６．未払法人税等  143,617 159,058  

７．未払消費税等  26,963 29,221  

８．前受金  8,598 4,793  

９．預り金  7,917 9,613  

10．賞与引当金  98,842 101,550  

11．その他  － 178  

流動負債合計  1,302,495 45.8 1,231,576 40.1 △70,918
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前事業年度 

（平成 17 年３月 31 日） 

当事業年度 

（平成 18 年３月 31 日） 
対前年比

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円）

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金 ※１ 132,000 131,300  

２．退職給付引当金  271,561 256,337  

３．役員退職慰労引当金  80,083 107,283  

固定負債合計  483,644 17.0 494,920 16.1 11,275

負債合計  1,786,140 62.8 1,726,497 56.2 △59,642

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※２ 441,500 15.5 441,500 14.4 －

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  123,630 123,630   

資本剰余金合計  123,630 4.3 123,630 4.0 －

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  5,950 5,950   

２．任意積立金    

(1) 特別償却準備金  4,527 3,044   

３．当期未処分利益  480,998 766,335   

利益剰余金合計  491,475 17.3 775,329 25.2 283,853

Ⅳ その他有価証券評価差額金  1,714 0.1 4,510 0.2 2,796

資本合計  1,058,320 37.2 1,344,970 43.8 286,650

負債・資本合計  2,844,460 100.0 3,071,467 100.0 227,007
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(2) 損益計算書

  

前事業年度 

（自 平成 16 年４月 １日 

至 平成 17 年３月 31 日）

当事業年度 

（自 平成 17 年４月 １日 

至 平成 18 年３月 31 日）

対前年比

区分 注記 
番号 金額（千円） 百分比 

（％） 金額（千円） 百分比 
（％） 

増減 
（千円） 

Ⅰ 売上高  6,059,699 100.0 6,556,483 100.0 496,784

Ⅱ 売上原価  2,452,268 40.5 2,726,035 41.6 273,767

売上総利益  3,607,431 59.5 3,830,447 58.4 223,016

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 3,038,332 50.1 3,154,476 48.1 116,143

営業利益  569,098 9.4 675,971 10.3 106,872

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  4 3  

２．有価証券利息  200 －  

３．受取配当金  25 60  

４．受取賃貸料  15 18  

５．レインボークラブ入会金  952 1,428  

６．団体定期保険配当金  1,010 1,168  

７．障害者雇用等助成金  995 6,909  

８．レンタル契約解約金  733 1,065  

９．その他  2,936 6,872 0.1 2,618 13,273 0.2 6,400

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  18,174 11,866  

２．新株発行費  11,939 －  

３．株式公開関連費用  29,758 －  

４．その他  1,759 61,631 1.0 1,555 13,422 0.2 △48,209

経常利益  514,339 8.5 675,822 10.3 161,483

Ⅵ 特別利益   

１．固定資産売却益 ※２ 968 244  

２．投資有価証券売却益  41 1,009 0.0 － 244 0.0 △764

Ⅶ 特別損失   

１．固定資産除却損 ※３ 4,220 9,323  

２．投資有価証券評価損  498 －  

３．ゴルフ会員権評価損  － 1,980  

４．事務所移転費用  － 9,841  

５．合併関連費用  － 49,889  

６．その他  65 4,784 0.1 － 71,034 1.1 66,249

税引前当期純利益  510,564 8.4 605,033 9.2 94,468

法人税、住民税及び事業税  249,871 277,328  

法人税等調整額  △19,641 230,230 3.8 △7,149 270,179 4.1 39,949

当期純利益  280,334 4.6 334,853 5.1 54,519

前期繰越利益  188,831 431,481 242,650

合併による未処分利益受入額  11,832 － △11,832

当期未処分利益  480,998 766,335 285,337
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(3) キャッシュ・フロー計算書

  

前事業年度 

（自 平成 16 年４月 １日 

至 平成 17 年３月 31 日）

当事業年度 

（自 平成 17 年４月 １日 

至 平成 18 年３月 31 日）

対前年比 

区分 
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 

増減 
（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前当期純利益  510,564 605,033 

有形固定資産減価償却費  54,379 51,934 

レンタル資産償却費  368,671 409,033 

無形固定資産償却費  21,591 18,283 

長期前払費用等償却費  4,542 2,636 

貸倒引当金の増減額  2,105 △853 

賞与引当金の増加額  2,862 2,708 

退職給付引当金の増減額  35,912 △15,223 

役員退職慰労引当金の増加額  16,611 27,199 

受取利息及び受取配当金  △229 △64 

支払利息  18,174 11,866 

固定資産売却益  △968 △244 

投資有価証券売却益  △41 － 

固定資産除却損  4,220 9,323 

投資有価証券評価損  498 － 

売上債権の増加額  △57,212 △66,855 

たな卸資産の増減額  2,332 △10,153 

仕入債務の増加額  14,857 71,724 

レンタル資産取得による支出  △426,127 △430,684 

事務所移転費用  － 9,841 

ゴルフ会員権評価損  － 1,980 

その他  19,790 △691 

小計  592,535 696,794 104,258

利息及び配当金の受取額  229 64 

利息の支払額  △16,781 △11,446 

法人税等の支払額  △328,870 △255,955 

営業活動によるキャッシュ・フロー  247,112 429,456 182,344
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前事業年度 

（自 平成 16 年４月 １日 

至 平成 17 年３月 31 日）

当事業年度 

（自 平成 17 年４月 １日 

至 平成 18 年３月 31 日）

対前年比 

区分 
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 

増減 
（千円） 

Ⅱ 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  △38,725 △38,927 

投資有価証券の取得による支出  △224 △300,124 

投資有価証券の売却による収入  166 300,000 

無形固定資産の取得による支出  △15,432 △5,060 

有価証券の償還による収入  20,000 － 

差入保証金の差入れによる支出  △1,641 △22,756 

差入保証金の返還による収入  2,264 12,107 

長期前払費用の支出  △604 △9,047 

ゴルフ会員権の取得による支出  － △20,000 

その他  △26 238 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △34,222 △83,570 △49,347

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純減少額  △214,000 △186,000 

長期借入による収入  － 250,000 

長期借入金の返済による支出  △214,000 △245,300 

株式の発行による収入  215,130 － 

配当金の支払額  △24,500 △50,821 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △237,370 △232,121 5,248

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  － － －

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  △24,479 113,764 138,244

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  442,158 448,245 6,087

Ⅶ 合併に伴う現金及び現金同等物の 

増加額 
 30,566 － △30,566

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 448,245 562,010 113,764
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(4) 利益処分案

  
前事業年度 

（平成 17 年３月 31 日） 

当事業年度 

（平成 18 年３月 31 日） 

区分 注記 
番号 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益 480,998

Ⅱ 任意積立金取崩高 

１．特別償却準備金取崩高 1,483 1,483

合計 482,481

Ⅲ 利益処分額 

１．利益準備金 －

２．配当金 51,000 51,000

Ⅳ 次期繰越利益 431,481

    

 

株式会社ユニマットクリーン

ライフは、平成 18 年４月１日を

もって株式会社ユニマットオフ

ィスコと合併いたしました。 

株式会社ユニマットクリーン

ライフは解散会社である為、利益

処分はございません。 

 

 - 14 -



添 付 資 料                      株式会社ユニマットライフ     
（旧会社名 株式会社ユニマットクリーンライフ 

重要な会計方針 

期  別 
 
項  目 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１.有価証券の評価基準及び評価方法 その他有価証券 

イ 時価のあるもの 

期末日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）を採用しており

ます。 

 

ロ 時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用

しております。 

 

 その他有価証券 

イ 時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

 

ロ 時価のないもの 

同左 

 

２.デリバティブ等の評価基準及び評価

方法 

デリバティブ 

時価法によっております。 

ただし、特例処理の要件を満た

す金利スワップ契約については時

価評価せず、その金銭の受払いの

純額を金利変換の対象となる負債

に係わる利息に加減して処理して

おります。 

 

デリバティブ 

同左 

 

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法 (1) 商品 

移動平均法による原価法を採用

しております。 

(2) 貯蔵品 

最終仕入原価法にる原価法を採

用しております。 

 

(1) 商品 

同左 

 

(2) 貯蔵品 

同左 
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期  別 
 
項  目 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

４.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 

定率法を採用しております。 

ただし、建物(建物付属設備を

除く)、埼玉工場及び滋賀工場の

建物（建物付属設備を含む）、

構築物、機械装置、工具器具備

品については、定額法を採用し

ております。 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物      3～30 年 

構築物     6～49 年 

機械装置    2～ 7 年 

車両運搬具   2～ 6 年 

工具器具備品  3～15 年 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

 (2) 無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、営業権については、商

法に規定する最長期間(５年）、

自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期

間(５年)に基づいております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

 

 (3) 長期前払費用 

契約期間等に基づく均等償却を

行っております。 

(3) 長期前払費用 

同左 

 (4) 使用中レンタル資産 

レンタル事業において使用中の

マット・モップ・空気清浄機・浄

水器等については、使用見込期間

にわたる均等償却を行っておりま

す。 

 

(4) 使用中レンタル資産 

同左 

 

５.繰延資産の処理方法 

 

新株発行費 

支出時に全額費用として処理して

おります。 
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期  別 
 
項  目 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

６.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

売上債権等の貸倒れによる損失

に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に

回収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 (2) 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額の

うち当期に対応する額を計上して

おります。 

(2) 賞与引当金 

同左 

 

 (3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債務

及び年金資産に基づき、当期末に

おいて発生している額を計上して

おります。 

なお、数理計算上の差異につい

ては、発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（5年）

による定額法により発生年度から

費用処理しております。 

(3) 退職給付引当金 

同左 

 

 (4) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。 

 

(4) 役員退職慰労引当金 

同左 

 

７.リース取引の処理方法 

 

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

 

同左 
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期  別 
 
項  目 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

８.ヘッジ会計の方法 

 

(1) ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満たす金利ス

ワップについては、特例処理を採

用しております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2) ヘッジ手段及びヘッジ対象 

ヘッジ手段:金利スワップ 

ヘッジ対象:借入金の利息 

(2) ヘッジ手段及びヘッジ対象 

同左 

 (3) ヘッジ方針 

将来の金利変動のリスクをヘッ

ジする目的で長期借入金の残高の

範囲内でデリバティブ取引を行っ

ております。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

 (4) ヘッジ有効性の評価の方法 

金利スワップの特例処理の要件

を満たしているため有効性の判定

を省略しております。 

 

(4) ヘッジ有効性の評価の方法 

同左 

９.キャッシュ・フロー計算書における

資金の範囲 

キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金（現金及び現金同等物）は、

手許現金及び随時引き出し可能であ

り、かつ価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３ヶ

月以内に償還期限の到来する短期投

資からなりたっております。 

 

同左 

 

10．その他財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜方式に

よっております。 

 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理の変更 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 

 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度より固定資産の減損に係る会計基準（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計

審議会 平成 14 年８月９日））及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 企業会計基

準適用指針第６号 平成 15 年 10 月 31 日）を適用しており

ます。 

これによる損益への影響はありません。 

 

表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（損益計算書） 

当事業年度において「団体定期保険配当金」、「障害者

雇用助成金」及び「レンタル契約解約金」の金額が営業外

収益総額の 100 分の 10 を超えたため区分掲記しておりま

す。 

なお、前事業年度の営業外収益の「その他」に含まれて

いる「団体定期保険配当金」は 862 千円、「障害者雇用助

成金」は 720 千円、「レンタル契約解約金」は 2,512 千円

であります。 

 

 

 

 

 追加情報 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成 15 年法律第

９号）が平成 15 年３月 31 日に公布され、平成 16 年４月１

日以降に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入さ

れたことに伴い、当事業年度から「法人事業税における外

形標準課税部分の損益計算書上の表示について実務上の取

扱い」（平成 16 年２月 13 日 企業会計基準委員会 実務

対応報告第 12 号）に従い法人事業税の付加価値割及び資本

割については、販売費及び一般管理費に計上しております。

この結果、販売費及び一般管理費が 13,253 千円増加し、

営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ

13,253 千円減少しております。 
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 注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度末 
（平成17年３月31日現在） 

当事業年度末 
（平成18年３月31日現在） 

※１.担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

建物        311,942 千円 

土地        225,971 千円 

計        537,914 千円 

 

担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金         100,000 千円 

１年内返済予定長期借入金  129,000 千円 

長期借入金         122,000 千円 

計            351,000 千円 

 

※２．授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数    普通株式  28,000 株 

発行済株式総数  普通株式   8,500 株 

 

※１.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２．授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数    普通株式   84,000 株 

発行済株式総数  普通株式   25,500 株 

 

 ３．発行済株式数の増加 ３．発行済株式数の増加 

 発行形態 新株予約権の行使 公募   発行形態 株式分割（1：3） 
 

 発行年月日 

平成 16 年８月 24 日

から 

平成 16 年８月 30 日 

平成 16 年 11 月 18 日  
 

発行年月日 平成 17 年５月 20 日

 

 発行株式数 600 株 900 株   発行株式数 17,000 株  

 発 行 価 格 50,000 円 220,000 円   発 行 価 格 -  円  

 資本組入額 25,000 円 85,000 円   資本組入額 -  円  

  

４．配当制限 

商法施行規則第 124 条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は 1,714 千円で

あります。 

 

４．配当制限 

商法施行規則第 124 条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は 4,510 千円で

あります。 
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 （損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は 86.8％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は 13.2％

であります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は 83.1％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は 16.9％

であります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

給料手当         1,179,389 千円 

雑給            307,493 千円 

賞与引当金繰入額       97,320 千円 

退職給付費用         92,180 千円 

役員退職慰労引当金繰入額   16,611 千円 

法定福利費         150,572 千円 

リース料           133,409 千円 

減価償却費          20,829 千円 

地代家賃           342,162 千円 

 

給料手当         1,198,543 千円 

雑給            341,627 千円 

賞与引当金繰入額       99,260 千円 

退職給付費用         43,223 千円 

役員退職慰労引当金繰入額   27,199 千円 

法定福利費         156,284 千円 

リース料           137,740 千円 

減価償却費          15,111 千円 

地代家賃           371,306 千円 

※２．固定資産売却益の内容は，次のとおりであります。

使用中レンタル資産       968 千円 

 

※２．固定資産売却益の内容は，次のとおりであります。

使用中レンタル資産       244 千円 

※３．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

建物              437 千円 

工具器具備品          266 千円 

ソフトウェア         3,515 千円 

計             4,220 千円 

 

※３．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

建物             7,043 千円 

車両運搬具           187 千円 

工具器具備品         2,066 千円 

長期前払費用           25 千円 

計             9,323 千円 
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 （キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定    448,245 千円 

預入期間が 

3 ヶ月を超える        － 

定期預金              

現金及び現金同等物   448,245 千円 

 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定    562,010 千円 

預入期間が 

3 ヶ月を超える        － 

定期預金              

現金及び現金同等物   562,010 千円 

 

２．重要な非資金取引の内容 

（合併により引継いだ資産及び負債の主な内訳） 

当事業年度に合併した株式会社ユニマットファクト

リーより引継いだ資産及び負債の主な内訳は次のとお

りであります。 

 

流動資産        34,364 千円 

固定資産          717 千円

資産合計        35,081 千円

流動負債        85,836 千円

負債合計        85,836 千円 

 

２． 
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添 付 資 料                      株式会社ユニマットライフ     
（旧会社名 株式会社ユニマットクリーンライフ 

（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

(1) 借主側 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

(1) 借主側 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

  

取得価額

相当額 

（千円）

減価償却累

計額相当額

（千円） 

期末残高

相当額 

（千円）

 

取得価額 

相当額 

（千円） 

減価償却累

計額相当額

（千円） 

期末残高

相当額 

（千円）

 機 械 装 置 24,495 12,121 12,373 機 械 装 置 21,345 12,902 8,443

 車両運搬具 236,621 142,547 94,073 車両運搬具 234,856 124,702 110,154

 工具器具備品 8,718 6,275 2,442 工具器具備品 4,858 3,792 1,066

 ソフトウェア 6,782 4,783 1,998 ソフトウェア 6,547 5,892 654

 合計 276,617 165,729 110,888 合計 267,608 147,289 120,319

  

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年内        54,826 千円 

１年超        52,496 千円

合 計       107,322 千円 

 

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年内        44,774 千円 

１年超        76,449 千円

合 計       121,224 千円 

 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息 

相当額 

支払リース料    142,697 千円 

減価償却費相当額  121,493 千円 

支払利息相当額    4,350 千円 

 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息 

相当額 

支払リース料     67,216 千円 

減価償却費相当額   64,314 千円 

支払利息相当額    2,926 千円 

 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

⑤ 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引（借主側） 

未経過リース料 

１年内         23,908 千円 

１年超         30,512 千円

合 計         54,420 千円 

 

２．オペレーティング・リース取引（借主側） 

未経過リース料 

１年内         36,172 千円 

１年超         56,574 千円

合 計         92,747 千円 
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添 付 資 料                      株式会社ユニマットライフ     
（旧会社名 株式会社ユニマットクリーンライフ 

（有価証券関係） 

前事業年度（平成 17 年３月 31 日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

(1) 株式 1,937 4,828 2,891 

(2) 債券    

① 国債・地方債等 － － － 

② 社債 － － － 

③ その他 － － － 

(3) その他 － － － 

貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの 

小計 1,937 4,828 2,891 

(1) 株式 － － － 

(2) 債券    

① 国債・地方債等 － － － 

② 社債 － － － 

③ その他 － － － 

(3) その他 － － － 

貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの 

小計 － － － 

合計 1,937 4,828 2,891 

 

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成 16 年４月１日 至 平成 17 年３月 31 日） 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

166 41 － 

 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 371 

（注） 当事業年度において、投資有価証券について 498 千円（その他有価証券で時価のない株式 498 千円）減損処

理を行っております。 

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ 50％以上下落した場合には全て減損処理

を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額に

ついて減損処理を行っております。 
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添 付 資 料                      株式会社ユニマットライフ     
（旧会社名 株式会社ユニマットクリーンライフ 

当事業年度（平成 18 年３月 31 日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 取得原価（千円） 
貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

(1) 株式 2,062 9,668 7,606 

(2) 債券    

① 国債・地方債等 － － － 

② 社債 － － － 

③ その他 － － － 

(3) その他 － － － 

貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの 

小計 2,062 9,668 7,606 

(1) 株式 － － － 

(2) 債券    

① 国債・地方債等 － － － 

② 社債 － － － 

③ その他 － － － 

(3) その他 － － － 

貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの 

小計 － － － 

合計 2,062 9,668 7,606 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 371 

（注） 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ 50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、

30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減

損処理を行っております。 
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添 付 資 料                      株式会社ユニマットライフ     
（旧会社名 株式会社ユニマットクリーンライフ 

（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(1) 取引の内容 

当社の利用しているデリバティブ取引は、金利スワッ

プ取引であります。 

 

(1) 取引の内容 

同左 

 

(2) 取引に対する取組方針 

当社のデリバティブ取引は、将来の金利の変動による

リスク回避を目的としており、投機的取引は行なわない

方針であります。 

 

(2) 取引に対する取組方針 

同左 

 

(3) 取引の利用目的 

当社のデリバティブ取引は、借入金等の将来の金利市

場における利率上昇による変動リスクを回避する目的で

利用しております。 

 

(3) 取引の利用目的 

同左 

 

(4) 取引に係るリスクの内容 

金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有

しております。 

なお、取引相手先は高格付けを有する金融機関に限定

しているため信用リスクはほとんどないと認識しており

ます。 

 

(4) 取引に係るリスクの内容 

同左 

 

(5) 取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引の執行管理の手続きについては、当

社の「経理規程」に基づき、将来の金利変動のリスクを

ヘッジする目的で長期借入金の範囲内でデリバティブ取

引を行なっております。 

 

(5) 取引に係るリスク管理体制 

同左 

 

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明 

金利スワップの特例処理の要件を満たしておりますの

で、スワップ契約については時価評価せず、その金銭の

受け払いの純額を金利変換の対象となる負債に係わる利

息に加減して処理しております。 

 

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明 

同左 

 

 

２．取引の時価等に関する事項 

前事業年度（平成 17 年３月 31 日現在）及び当事業年度（平成 18 年３月 31 日現在） 

デリバティブ取引については、ヘッジ会計を適用しているため、記載しておりません。 
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添 付 資 料                      株式会社ユニマットライフ     
（旧会社名 株式会社ユニマットクリーンライフ 

（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当社は、従業員退職金制度のすべてを確定給付型の制度

として、複数事業主による厚生年金基金制度を採用してお

ります。 

なお、当厚生年金基金は、当社の前身でありますユナイ

テッドスティール㈱が中心となって昭和 63 年２月に連合

設立型厚生年金基金制度として設立され、退職金制度のす

べてを厚生年金基金に移行しました。 

 

同左 

 

２．退職給付債務及びその内訳 

 
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

(1) 退職給付債務（千円） △861,989 △930,900 

(2) 年金資産（千円） 582,573 865,554 

(3) 未積立退職給付債務（千円）(1)＋(2) △279,415 △65,346 

(4) 未認識の数理計算上の差異（千円） 7,854 △190,990 

(5) 退職給付引当金（千円）(3)＋(4) △271,561 △256,337 

 

３．退職給付費用の内訳 

 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

退職給付費用（千円） 92,741 45,393 

(1) 勤務費用（千円） 92,920 95,337 

(2) 利息費用（千円） 15,517 17,239 

(3) 期待運用収益（千円） △15,700 △17,477 

(4) 数理計算上の差異の処理額（千円） 3 △49,706 

 

 ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

(1) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左 

(2) 割引率（％） 2.0 同左 

(3) 期待運用収益率（％） 3.0 同左 

(4) 数理計算上の差異の処理年数（年）           5 

（発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数によ

る定額法により按分した額を発生

年度から処理することとしており

ます。） 

同左 
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添 付 資 料                      株式会社ユニマットライフ     
（旧会社名 株式会社ユニマットクリーンライフ 

（税効果会計関係） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の 
内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の 

内訳 

繰延税金資産（流動の部）   繰延税金資産（流動の部）   
賞与引当金 40,228 千円  賞与引当金 41,330 千円  
未払事業税 11,931 千円  未払事業税 12,798 千円  
未払法定福利費 4,520 千円  未払法定福利費 4,713 千円  
未払事業所税 2,148 千円  未払事業所税 2,259 千円  
貸倒引当金繰入限度超過額 602 千円  貸倒引当金繰入限度超過額 910 千円  
その他 56 千円  その他 56 千円  

繰延税金資産（流動の部）合計 59,488 千円  繰延税金資産（流動の部）合計 62,069 千円  
繰延税金資産（固定の部）  繰延税金資産（固定の部）   
役員退職慰労引当金 32,593 千円  役員退職慰労引当金 43,664 千円  
退職給付引当金繰入超過額 110,525 千円  退職給付引当金繰入超過額 104,329 千円  
その他 2,032 千円  その他 2,557 千円  
小計 145,152 千円  小計 150,550 千円  

  評価性引当額 △1,848 千円  
  繰延税金資産（固定の部）合計 148,702 千円  
繰延税金負債（固定の部）  繰延税金負債（固定の部）   
特別償却準備金 2,089 千円  特別償却準備金 1,071 千円  
その他有価証券評価差額金 1,176 千円  その他有価証券評価差額金 3,095 千円  
小計 3,265 千円  小計 4,167 千円  

繰延税金資産（固定の部）純額 141,886 千円  繰延税金資産（固定の部）純額 144,535 千円

      

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.70％ 法定実効税率 40.70％  

（調整） （調整）  

交際費等永久に損金に算入さ

れない項目 
1.26％

交際費等永久に損金に算入さ

れない項目 
0.48％

 

住民税均等割等 0.72％ 住民税均等割等 0.63％  

同族会社の留保金課税 2.73％ 同族会社の留保金課税 2.76％  

その他 △0.32％ その他 0.09％  

税効果会計適用後の法人税率

の負担率 
45.09％

税効果会計適用後の法人税率

の負担率 
44.66％

 

  

 

 

（持分法損益等） 

前事業年度（自平成 16 年４月１日 至平成 17 年３月 31 日）及び当事業年度（自平成 17 年４月１日 至平成 18 年

３月 31 日） 

当社は関連会社がないため、該当事項はありません。 
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添 付 資 料                      株式会社ユニマットライフ     
（旧会社名 株式会社ユニマットクリーンライフ 

（関係当事者との取引） 

前事業年度（自平成 16 年４月１日 至平成 17 年３月 31 日） 

(1) 役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 氏名 住所 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
(被所有)
割合 
（％）

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

 
賃借料、更
新料の支払
※１ 

96,401 前払費用 8,798

差入保証金 66,460

－ － 

長期前払費用 1,153

㈱ユニマッ
ト不動産 
（注）１ 

東京都港
区 

2,430,000 不動産業 － 
役員２
名 
（兼任）

本社事
務所の
賃借 

清掃受託他
売上 ※２

36,108 売掛金 3,195

役員及びそ
の近親者が
議決権の過
半数を所有
している会
社等（当該
会社等の子
会社を含
む。） 

㈱ユニマッ
トアップス
（注）１ 

東京都港
区 

25,000 
保険代理
店業 

－ 
役員１
名 
（兼任）

保険の
代理店

損害保険料
の支払 
※３ 

4,355 － －

（注）１．㈱ユニマットホールディングの子会社であります。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

※１ 本社事務所の賃借は、近隣の相場をもとに交渉の上決定しております。 

※２ 清掃受託他の取引は、当社の見積価格を基に交渉により決定しております。 

※３ 保険料は損害保険会社の通常の料率に基づき、決定しております。 

３．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

 

(2) 兄弟会社等 

該当会社である㈱ユニマット不動産及び㈱ユニマットアップスについては、「(1）役員及び個人主要株主等」に記

載しております。 
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（旧会社名 株式会社ユニマットクリーンライフ 

当事業年度（自平成 17 年４月１日 至平成 18 年３月 31 日） 

(1)役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 氏名 住所 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
(被所有)
割合 
（％）

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

賃借料、更
新料の支払
※１ 

123,844 前払費用 9,119

- - 差入保証金 66,460

㈱ユニマッ
ト不動産 
（注）１ 

東京都港
区 

2,430,000 不動産業 － 
役員２
名 
（兼任）

本社事
務所の
賃借 

清掃受託他
売上 ※２

36,486 売掛金 3,050

役員及びそ
の近親者が
議決権の過
半数を所有
している会
社等（当該
会社等の子
会社を含
む。） ㈱ユニマッ

トアップス
（注）１ 

東京都港
区 

25,000 
保険代理
店業 

－ 
役員１
名 
（兼任）

保険の
代理店

損害保険料
の支払 
※３ 

3,794 － －

（注）１．㈱ユニマットホールディングの子会社であります。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

※１ 本社事務所の賃借は、近隣の相場をもとに交渉の上決定しております。 

※２ 清掃受託他の取引は、当社の見積価格を基に交渉により決定しております。 

※３ 保険料は損害保険会社の通常の料率に基づき、決定しております。 

３．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

 

(2) 兄弟会社等 

該当会社である㈱ユニマット不動産及び㈱ユニマットアップスについては、「(1）役員及び個人主要株主等」に記

載しております。 

 

 

 

（継続企業の前提） 

該当事項はありません。 
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（旧会社名 株式会社ユニマットクリーンライフ 

（１株当たり情報） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額    124,508 円 25 銭 

１株当たり当期純利益金額  36,336 円 27 銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、当社株式は当事業年度において上場しており、それ

以前は非上場であり、かつ店頭登録もしていないため、期

中平均株価が把握できませんので記載しておりません。 

１株当たり純資産額     52,743 円 93 銭 

１株当たり当期純利益金額  13,131 円 52 銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式がないため記載しておりません。 

(1) 平成 17 年５月 20 日付をもって、普通株式１株を３

株に分割いたしました。 

① 分割により増加した株数 普通株式 17,000 株 

② 分割方法 平成 17 年３月 31 日最終の株主名簿に

記載された株主の所有株式数を、１株につき３株

の割合をもって分割しました。 

該当株式分割が前期首に行なわれたと仮定した場

合の前期における１株当たりの情報は、以下のとお

りであります。 

前事業年度 

１株当たり純資産額 
   41,502 円 75 銭 

１株当たり当期純利益 
 12,112 円 09 銭 

 

（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の金額は、以下のとおりであります。 

 

 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当期純利益 280,334 千円 334,853 千円 

普通株主に帰属しない金額 － － 

普通株式に係る当期純利益 280,334 千円 334,853 千円 

期中平均株式数 7,715 株 25,500 株 

希薄化効果を有しないため潜在株式調整後１株当

たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の

概要 
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（旧会社名 株式会社ユニマットクリーンライフ 

（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 

  至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

１．株式の分割 

平成 17 年３月２日開催の取締役会の議決に基づき、次

のとおり株式分割による新株式を発行いたしました。 

(1) 平成 17 年５月 20 日付をもって、普通株式１株を３

株に分割いたします。 

① 分割により増加する株数 普通株式 17,000 株 

② 分割方法 平成17年３月31日最終の株主名簿に記

載された株主の所有株式数を、１株につき３株の割

合をもって分割する。 

(2) 配当起算日 平成 17 年４月１日 

 

該当株式分割が前期首に行なわれたと仮定した場合の前

期における１株当たりの情報および当期首に行なわれたと

仮定した場合の当期における１株当たりの情報は、それぞ

れ以下のとおりであります。 
 前事業年度 当事業年度  

 １株当たり純資産額 

27,392 円 60 銭 
１株当たり純資産額 

41,502 円 75 銭  

 １株当たり当期純利益 

9,785 円 41 銭 
１株当たり当期純利益 

12,112 円 09 銭  

 

潜在株式調整後 1株当た

り当期純利益 

当社は非上場であり、

かつ店頭登録もしていな

いため、期中平均株価が

把握できませんので記載

しておりません。 

潜在株式調整後 1株当た

り当期純利益 

当社は当事業年度にお

いて上場しており、それ

以前は非上場であり、か

つ店頭登録もしていない

ため、期中平均株価が把

握できませんので記載し

ておりません。 

 

    

 

 

当社は、平成 17 年 12 月 20 日開催の当社及び株式会社ユ

ニマットオフィスコの臨時株主総会において承認された合

併契約書に基づき、平成 18 年４月１日に株式会社ユニマッ

トオフィスコと合併し（平成 18 年４月１日株式会社ユニマ

ットライフに商号変更）、資産、負債及び権利義務の一切

を同社に引き継ぎました。 

 

１．合併の目的 

本合併の目的は、両社の持つ企業情報、地域情報、業務

ノウハウ等の相互補完及び両者のもつ営業力、商品開発力

を集約することにより、新規顧客の拡大、新規商品の開発

及び新規分野への挑戦等積極的な事業活動を可能とし、さ

らに物流、営業、管理等の部門における効率化により収益

力の大幅な向上を図るものであります。特に全国展開を行

っている株式会社ユニマットオフィスコの営業網を当社が

活用することで、極めて短期間にレンタル事業の全国展開

が可能となり業績の拡大を図ることが可能となります。 
本合併により営業力及びその他の経営資源を統合するこ

とで規模の拡大を図るとともに、効率的な事業運営により

収益性の向上及び企業価値の拡大を目指してまいります。 
 

２．合併契約の概要 

(1) 合併の方法 

株式会社ユニマットオフィスコを存続会社とし、当

社は解散いたしました。 

(2) 合併期日 

平成 18 年４月１日 

(3) 合併の割当比率 

合併期日前日最終の当社の株主名簿に記載または

記録された株主に対して、その所有する当社の普通株

式１株につき株式会社ユニマットオフィスコの普通

株式 173 株を割当交付いたしました。 

(4) 合併交付金 

合併期日前日の最終の当社の株主名簿に記載され

た株主に対し、その所有する当社の株式 1 株につき

2,400 円の合併交付金を、平成 18 年３月期の利益配当

金に代えて、支払います。 
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（旧会社名 株式会社ユニマットクリーンライフ 

 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 

  至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

 

 

３．株式会社ユニマットオフィスコの概要 

(1) 資本金 

5,641,百万円（平成 18 年３月 31 日現在） 

(2) 事業の内容 

ルートシステムによるコーヒー及び清涼飲料等の

販売事業、カフェ＆レストラン事業、不動産賃貸業等

(3) 連結経営成績（自 平成 17 年４月１日 至 平成

18 年３月 31 日） 

売上高     37,736 百万円 

当期純利益    1,346 百万円 

(4) 連結財政状態（平成 18 年３月 31 日現在） 

資産合計    32,454 百万円 

負債合計     9,014 百万円 

資本合計    23,439 百万円 

(5) 従業員数（平成 18 年３月 31 日現在） 

連結  1,974 人 個別  1,720 人 
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（旧会社名 株式会社ユニマットクリーンライフ 

 

(2) その他

該当事項はありません。 

 

２【仕入及び販売の状況】 

(1) 仕入実績 

仕入実績を部門別に示すと、次のとおりであります。 

部門の名称 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

対前年比 

レンタル部門（千円） 643,911 634,807 98.6％

商品販売部門（千円） 543,293 641,374 118.1 

クリーンメンテナンス部門（千円） 359 306 85.1 

その他の部門（千円） 39,402 80,921 205.4 

合計（千円） 1,226,967 1,357,409 110.6 

（注）１．金額は仕入価格によっております。なお、部門間の取引は、相殺消去されております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 販売実績 

販売実績を部門別に示すと、次のとおりであります。 

部門の名称 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

対前年比 

レンタル部門（千円） 4,509,221 4,768,182 105.7％

商品販売部門（千円） 841,782 955,105 113.5 

クリーンメンテナンス部門（千円） 629,251 711,081 113.0 

その他の部門（千円） 79,443 122,114 153.7 

合計（千円） 6,059,699 6,556,483 108.2 

（注）１．部門間の取引は、相殺消去しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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