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(百万円未満切捨て) 
１．19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日 ～ 平成19年９月30日） 
 (1) 連結経営成績                                    （％表示は対前年中間期増減率） 
 売 上 高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 
19年９月中間期 23,734 4.2 2,220 14.9 2,343 15.3 722 △36.4 
18年９月中間期 22,770 25.6 1,931 13.4 2,031 22.0 1,136 42.5 
19年３月期 46,478 － 4,432 － 4,618 － 2,494 － 
 

 １株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当たり 
中 間 （ 当 期 ） 純 利 益 

 円 銭 円 銭 
19年９月中間期 28.99 － 
18年９月中間期 45.60 － 
19年３月期 100.10 － 
（参考）持分法投資損益  19年９月中間期  － 百万円   18年９月中間期  － 百万円   19年３月期  － 百万円 
 
 (2) 連結財政状態 
 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 
19年９月中間期 41,695 30,820 73.9 1,236.50 
18年９月中間期 41,454 29,566 71.3 1,186.16 
19年３月期 42,239 30,224 71.6 1,212.58 
（参考）自己資本     19年９月中間期 30,820百万円   18年９月中間期 29,566百万円   19年３月期 30,223百万円 
 
 (3) 連結キャッシュ・フローの状況 
 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 

 百万円 百万円 百万円 百万円 
19年９月中間期 1,817 △ 8,147 △  549 5,045 
18年９月中間期 2,289 △ 2,386 685 6,133 

19年３月期 5,292 1,469 △  389 11,921 
 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 
(基準日) 中間期末 期末 年間 

 円 銭 円 銭 円 銭 
19年３月期 13.00 15.00 28.00 
20年３月期（実績） 13.00  
20年３月期（予想）  15.00 

28.00 

 
３．20年３月期の連結業績予想(平成19年４月１日 ～ 平成20年３月31日) 

(％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 48,500 4.3 5,020 13.2 5,150 11.5 2,300 △ 7.8 92.28 



４．その他 
 (1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無 
 
 (2) 中間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（中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

の変更に記載されるもの） 
  ① 会計基準等の改正に伴う変更      有 
  ② ①以外の変更             無 
〔（注）詳細は、16ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の（会計方針の変更）をご覧ください。〕 

 
(3) 発行済株式数（普通株式） 

  ①期末発行済株式数（自己株式を含む）19年９月中間期24,931,500株 18年９月中間期24,931,500株 19年３月期24,931,500株 
  ②期末自己株式数          19年９月中間期   6,153株 18年９月中間期   5,430株 19年３月期   5,809株 
  （注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、29ページ「１株当たり情報」をご覧くださ

い。 
 
（参考）個別業績の概要 
１．19年９月中間期の個別業績(平成19年４月１日 ～ 平成19年９月30日) 
 (1) 個別経営成績                                    （％表示は対前年中間期増減率） 
 売 上 高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 
19年９月中間期 18,042 2.1 2,297 16.4 2,434 15.5 899 △25.1 
18年９月中間期 17,671 12.1 1,973 16.3 2,107 24.7 1,201 30.6 
19年３月期 35,862 － 4,630 － 4,880 － 2,364 － 
 

 １株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当たり 
中 間 （ 当 期 ） 純 利 益 

 円 銭 円 銭 
19年９月中間期 36.10 － 
18年９月中間期 48.21 － 
19年３月期 94.86 － 
 
 (2) 個別財政状態 
 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 
19年９月中間期 39,077 32,062 82.0 1,286.35 
18年９月中間期 38,003 30,833 81.1 1,237.00 
19年３月期 39,181 31,292 79.9 1,255.42 
（参考）自己資本     19年９月中間期 32,062百万円   18年９月中間期 30,833百万円   19年３月期 31,292百万円 
 
２．20年３月期の個別業績予想(平成19年４月１日 ～ 平成20年３月31日) 

(％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 37,100 3.5 5,050 9.1 5,300 8.6 2,400 1.5 96.29 

 
 
 
 
１．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、３ページ「１．経営成績(1) 経営成績に関する分析」をご覧ください。 

２．通期の業績予想に関する事項につきましては、中間期の実績及び今後の見通しを勘案し、予想数値を修正いたしました。なお、当
該予想数値の修正に関する事項は、本日（平成19年10月31日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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１．経営成績 

 (1) 経営成績に関する分析 

（当中間期の経営成績） 
（単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 中間純利益 １株当たり 
中間純利益 

平成19年９月中間期の業績予想 
（平成19年５月１日発表） 

23,680 2,100 2,150 1,150 46.14円 

平成19年９月期 23,734 2,220 2,343 722 28.99円 

平成18年９月期 22,770 1,931 2,031 1,136 45.60円 

伸長率 4.2％ 14.9％ 15.3％ △ 36.4％ △ 36.4％ 

 
 当中間連結会計期間における我が国経済は、原油価格及び原材料価格の高騰など先行きに不透明感があるものの、
堅調な企業収益を背景とした設備投資の増加や雇用情勢の改善などにより景気は引き続き回復基調を見せております。 
 このような経済環境の下で、当社グループは、事業再編により事業運営を効率的に行う体制を組織し、当社の主力
事業であるＯＣＳ事業とレンタル事業は、更なる事業の拡大を図り、「売上の増大」を最大のテーマに業績の拡大に
努めてまいりました。 
 当社は、ＯＣＳ事業とレンタル事業のシナジー効果を目指すべく双方の営業基盤を活用して、顧客獲得に傾注いた
しました。レンタル事業では、全国展開しているＯＣＳ事業の販売チャンネルを利用したレンタル事業の拡大を目指
しました。 
 また、子会社ユニマットキャラバン株式会社に集約された飲食事業においては、更なる経営の効率化と事業基盤の
強化を進めるため、カフェラミル、可否茶館、キャラバンコーヒー、オーバカナル等の各ブランドのブラッシュアッ
プを図り、事業拡大と収益力アップを目指してまいりました。 
 これらの結果、当中間期の連結業績につきましては、売上高は、概ね各事業共計画通りに進捗した結果、計画比で
は54百万円のプラスとなり、前中間期比では4.2％増の237億34百万円となりました。 
 前期の合併に伴い、企業結合会計基準によるのれん償却費１億17百万円が発生しておりますが、合併効果による全
社的なコスト削減策の結果、営業利益は、計画比では１億20百万円の増加となり、前中間期比では14.9％増の22億20
百万円となりました。 
 経常利益は、計画比１億93百万円の増加となり、前中間期比では15.3％増の23億43百万円となりました。 
 当中間期末において、保有する時価のある有価証券の評価損８億12百万円を計上したことにより、当中間純利益に
つきましては、計画比４億27百万円の減少となり、前中間期比では36.4％減の７億22百万円となりました。 
 
当中間連結会計期間の事業の種類別セグメントの業績は下記のとおりであります。 

（単位：百万円） 

 ＯＣＳ事業 飲食事業 レンタル 
事業 

その他の 
事業 計 消去又は 

全社 連結 

売上高 14,143 5,705 3,667 757 24,273 △  539 23,734 
平成19年９月
中間期 

営業利益 2,593 107 478 △  38 3,140 △  920 2,220 

売上高 13,627 5,918 3,437 377 23,360 △   590 22,770 
平成18年９月 
中間期 

営業利益 2,493 146 594 △  138 3,096 △ 1,165 1,931 

売上高伸長率 3.8％ △ 3.6％ 6.7％ 100.9％ 3.9％ － 4.2％ 

営業利益伸長率 4.0％ △26.8％ △19.6％ － 1.4％ － 14.9％ 

 
 ①ＯＣＳ事業 
 ＯＣＳ事業におきましては、当期の重点実施事項として、「コーヒー売上の計画以上達成」、「給茶機契約の増大」
及び「水の売上の増大」を目標に掲げました。 
 近年、コーヒー生豆の国際価格の上昇及び原油価格の高騰による包装資材の価格上昇から昨年来よりレギュラーコ
ーヒーの小売価格の値上げが相次いで実施されており、当社におきましても仕入価格の値上げを余儀なくされており
ますが、コストコントロールにより値上げ幅を最小限に抑えつつ、これらに対して、当社オリジナル商品の「キャラ
バン」・「可否茶館」ブランドの高品質なレギュラーコーヒーを積極的に販売する一方、新規顧客の契約売価アップ
や、既存顧客への値上げ交渉を行う等の対策を実施しております。また、コーヒーサーバー機の撤去台数を減少させ
るため、ルートセールスマンを中心としたカスタマーサービスを強化して顧客満足度の向上に努めました。 
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 新規顧客開拓においては、多様化する顧客ニーズに合わせたエスプレッソやカプチーノが抽出できる一杯採りエス
プレッソマシーン「カフェ シー バール」を小型化し、デザイン・機能性・味等に優れた新型サーバー機「ＫＯＲ
Ｏ」を昨年10月より導入して、首都圏を中心に展開し好評を得ております。 
 また、新たに、ピュアウォーターがいつでも味わえる、ＲＯ型浄水器「Ｒ．Ｏ．ＰｕｒｅＲａｉｎｂｏｗ」を６月
より市場に投入いたしました。利便性や水についての安全・安心という安全性や健康志向の高まりから消費者に受け
入れられ、契約設置台数は順調に推移いたしております。 
 大手企業への従業員用福利厚生サービスのカフェラウンジ９店舗（都内８店舗、大阪１店舗）も順調に推移し、来
年１月には都内に１店舗開設の予定となっております。 
 これらの結果、コーヒーサーバーサービスの売上は、稼動台数は増加したものの、販売数量の減少により、前期比
2.6％減の91億28百万円となりました。ティーサーバーサービス・ウォーターサーバーサービス売上は、好調を持続し、
それぞれ前期比16.7％増の37億51百万円・16.8％増の３億27百万円となりました。 
 企業内に出店するカフェラウンジや、スープ・ギフト等の手売り販売売上は前期比23.0％増の９億35百万円となり
ました。 
 ＯＣＳ事業全体のサーバー機稼動台数は、206,067台（前期末比4,572台増）となり、売上高は、前年同期比3.8％増
の141億43百万円となりました。 
 サーバー機稼動台数の内訳は、コーヒーサーバー167,083台（前期末比622台増）ティーサーバー30,818台（前期末
比2,990台増）、ウォーターサーバー8,166台（前期末比960台増）となっております。 
 営業利益は、前年同期比4.0％増の25億93百万円となりました。 
 

 ②レンタル事業 
 レンタル事業における当期の重点実施事項として、「レンタル売上の増大」及び「レンタル顧客数の増大」を目標
に掲げました。 
 ＯＣＳ事業と顧客基盤を同一とするレンタル事業におきましては、合併により、ＯＣＳ事業の全国ベースでの顧客
基盤と人的な組織営業力を梃子にシナジー効果を求めるべく、積極的な営業拡大を図りました。 
 また、本年４月には、東名阪の三大都市圏以外に初めて、福岡県福岡市に福岡営業所を開設いたしました。 
 これらにより、レンタル事業の主要商品であるマット・モップ・空気清浄機等の契約数の増加が顕著となり、前期
末比1,967件増加の85,988件となりました。 
 これらの結果、レンタル事業売上高は、前年同期比6.7％増の36億67百万円となり、営業利益は、前年同期比19.6％
減の４億78百万円となりました。 
 

 ③飲食事業 
 当社グループの飲食事業におきましては、前期に行った企業再編によりカフェとレストランの店舗及びコーヒー焙
煎等の事業の経営資源を一元化して子会社ユニマットキャラバン株式会社に集約しております。 
 当期においては、各ブランドのブラッシュアップを図り、事業拡大と収益力アップを目指してまいりました。コー
ヒー焙煎事業では、鮮度を保持したコーヒーを製造から各営業拠点に配送するまで一貫した管理を行い高品質の商品
供給に努めてまいりました。 
 当期末の店舗数につきましては、１店業態変更及び１店リニューアル、１店舗を閉店した結果、全体の店舗数は99
店舗となりました。 
 店舗内訳は、カフェ部門では「カフェラミル」・「ニナス」・「キャラバン」・「可否茶館」・「ドゥリエール」・
「ベストビーンズコーヒー」のカフェとショップで84店舗となりました。 
 レストラン部門では、フレンチカフェレストランの「オーバカナル」５店・和風スタイルの「五楓GINZA」及びイタ
リアンバールの「デイアーナ」等の個別店で10店となり、部門合計では15店舗となりました。 
 これらの結果、飲食事業の売上高は、個人消費が未だ回復途上にあることや、同業他社の新規出店によるオーバー
ストアー化等により、前年同期比3.6％減の57億５百万円となり、営業利益は、前年同期比26.8％減の１億７百万円と
なりました。 
 

 ④その他事業 
 事業多角化の一環としてスタートしたその他の事業では、介護事業を行う子会社株式会社ユニマットケアサポート
については、順調に利用客を伸ばしており、売上高及び営業利益とも概ね計画通りに進捗しております。また、企業
向け通信管理費支払業務等の事業につきましても、順調に顧客数を増やし、売上高及び営業利益とも概ね計画通りに
進捗しており、当中間期に初の黒字化となり、利益事業となりました。今後も順調に推移するものと思われます。 
 しかし、調剤薬局につきましては、本年８月に渋谷区に１店舗開設したものの、１号店であるレジーナ薬局白山店
を10月に閉鎖することとなりました。 
 これらの結果、その他の事業の売上高は、前年同期比100.9％増の７億57百万円となり、38百万円の営業損失（前年
同期比72.3％減）の計上となりました。 

 



㈱ユニマットライフ（7560）平成20年３月期 中間決算短信 

－  － 5

（通期の見通し） 
（単位：百万円） 

 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 

平成20年３月期予想 48,500 5,020 5,150 2,300 92.28円 

平成19年３月期 46,478 4,432 4,618 2,494 100.10円 

伸長率 （注）  4.3％ 13.2％ 11.5％ △ 7.8％ △ 7.8％ 

 
 次期の業績予想につきましては、経済環境及び市場動向の変化や同業他社による価格競争等の激化による不安定要
因はあるものの、合併２年目を迎え、経営の効率化・合理化及び営業力の統合等によるシナジー効果を最大限発揮し、
当期の会社テーマである「売上の増大」に傾注してまいります。 
 通期の連結業績予想につきましては、売上高485億円（前期比4.3％増）営業利益50億20百万円（前期比13.2％増）、
経常利益51億50百万円（前期比11.5％増）、当期純利益23億円（前期比7.8％減）を予定しております。 
 なお、当該予想数値の修正に関する事項は、本日（平成19年10月31日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」
をご参照ください。 
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 (2) 財政状態に関する分析 
（資産、負債、純資産及びキャッシュ･フローの状況に関する分析） 
①資産、負債、純資産の状況 
 当中間連結会計期間末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べて５億44百万円減少の416億95百万円となり
ました。これは主に、流動資産で短期貸付金が22億82百万円増加した一方で、現金及び預金が68億76百万円減少、固
定資産では長期貸付金が47億５百万円増加したこと等によるものであります。 
 当中間連結会計期間末の負債につきましては、前連結会計年度末に比べて11億40百万円減少の108億74百万円となり
ました。これは主に、流動負債で前期の法人税等の納税により未払法人税等が８億40百万円減少し、長期借入金及び
社債等の有利子負債が１億75百万円減少したことによるものであります。 
 純資産につきましては、前連結会計年度に比べて５億96百万円増加の308億20百万円となりました。これは配当金の
支払で３億73百万円減少する一方、中間純利益７億22百万円の増加により、利益剰余金が３億48百万円増加したこと
等によるものであります。 
 
②キャッシュ・フローの状況 
 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、税金等調整前中間純利益で14億23百万円増加する一方、有形
固定資産の取得による支出12億37百万円、貸付による支出69億92百万円により、現金及び現金同等物は68億76百万円
減少（前中間連結会計期間は５億87百万円の増加）し、当中間連結会計期間末残高は50億45百万円となりました。 
 
 当中間連結会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） 
 営業活動の結果得られた資金は18億17百万円（前年同期比20.6％減）となりました。これは主に税金等調整前当
期純利益14億23百万円による増加と、減価償却費８億54百万円、投資有価証券評価損８億12百万円等の非資金支出
費用の計上による増加及び法人税等の支払額14億59百万円による減少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） 
 投資活動の結果使用した資金は81億47百万円（前年同期比241.4％増）となりました。これは主に貸付けによる支
出69億92百万円、有形固定資産の取得による支出12億37百万円等により減少したものであります。 
 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 財務活動の結果使用した資金は５億49百万円（前年同期は６億85百万円の収入）となりました。これは主に長期
借入金の返済による支出１億円、配当金の支払３億73百万円等によるものであります。 

 
（キャッシュ･フロー関連指標の推移） 

 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 

 中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率 74.6％ 72.2％ 71.3％ 71.6％ 73.9％ 

時価ベースの自己資本比率 90.2％ 126.3％ 91.5％ 94.0％ 81.0％ 

キャッシュ･フロー対有利子
負債比率 

80.7％ 52.7％ 68.8％ 45.3％ 61.1％ 

インタレスト・カバレッジ・
レシオ 

169.0倍 97.2倍 211.6倍 235.9倍 124.3倍 

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 
キャッシュ･フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ･フロー 
インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 
（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 
（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 
（注３）キャッシュ･フローは、営業キャッシュ･フローを利用しております。 
（注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を払っている全ての負債を対象としており

ます。 
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 (3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 
 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、
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利益還元を図って行きたいと考えております。具
体的には、前期より株主の皆様への利益還元をタイムリーに行うため、中間配当を実施することといたしました。 
 当中間期の配当につきましては、平成19年９月28日に公表いたしました有価証券評価損を計上したことにより、当
中間期末純利益が計画を下回りましたが、平成19年５月１日に公表いたしましたとおり１株当たり１３円とさせてい
ただきます。 
 期末の配当金につきましても、財政状態、経営成績及び内部留保を総合的に勘案したうえで決定いたしますが、公
表どおり１株当たり１５円、年間配当１株当たり２８円にさせていただく予定であります。 
 

(4) 事業等のリスク 
 最近の有価証券報告書（平成19年６月27日提出）から新たなリスクが顕在化していないため、記載を省略しており
ます。 
 当該有価証券報告書は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 
 （当社ホームページ） 
  http://ir.eol.co.jp/EIR/7560?template=yuho 
 
 （金融庁ＥＤＩＮＥＴホームページ） 
  http://info.edinet.go.jp/EdiHtml/main.htm/ 

 
２．企業集団の状況 
 最近の有価証券報告書（平成19年６月27日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」から
重要な変更がないため記載を省略しております。 
 
 当該有価証券報告書は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 
 （当社ホームページ） 
  http://ir.eol.co.jp/EIR/7560?template=yuho 
 
 （金融庁ＥＤＩＮＥＴホームページ） 
  http://info.edinet.go.jp/EdiHtml/main.htm/ 

 

３．経営方針 
 (1) 経営の基本方針、(2) 目標とする経営指標、(3) 中長期的な会社の経営戦略、(4) 会社の対処すべき課題 

 以上の４項目につきましては、平成19年３月期 決算短信（平成19年５月１日開示）により開示を行った内容から
から重要な変更がないため、開示を省略しております。 
当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

 （当社ホームページ） 
  http://ir.eol.co.jp/EIR/7560?template=tanshin 
 
 （東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 
  http://www.tse.or.jp/listing/compsearch 
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４．中間連結財務諸表 
 (1) 中間連結貸借対照表 

（単位：百万円） 

  
前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 
対前中 
間期比 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 
注記
番号 金額 構成比 金額 構成比 増減額 金額 構成比 

（資産の部）    ％   ％    ％ 

Ⅰ 流動資産            

 １．現金及び預金   6,133   5,045    11,921  

 ２．受取手形及び売掛金 ※３  3,657   3,877    3,924  

 ３．棚卸資産   998   1,013    902  

 ４．短期貸付金   5,000   2,292    10  

 ５．その他   1,176   1,182    1,311  

 ６．貸倒引当金   △   5   △  10    △  16  

  流動資産合計   16,960 40.9  13,400 32.1 △ 3,559  18,053 42.7 

Ⅱ 固定資産            

 １．有形固定資産            

  (1) 建物及び構築物 ※1,2 2,004   1,855    1,996   

  (2) 工具器具備品 ※1,2 1,327   1,287    1,285   

  (3) ＯＣＳ貸与備品 ※１ 2,643   3,021    2,612   

  (4) 土地 ※２ 1,244   1,244    1,244   

  (5) その他 ※1,2 92 7,311 17.6 154 7,563 18.1 251 99 7,238 17.1 

 ２．無形固定資産            

  (1) のれん  5,461   4,987    5,197   

  (2) その他  341 5,803 14.0 290 5,277 12.7 △  526 301 5,499 13.0 

 ３．投資その他の資産            

  (1) 投資有価証券  6,619   6,011    6,426   

  (2) 長期貸付金  －   4,714    9   

  (3) レンタル資産  589   694    597   

  (4) 敷金保証金  3,338   3,359    3,388   

  (5) その他  849   690    1,039   

  (6) 貸倒引当金  △  36 11,360 27.4 △  34 15,437 37.0 4,076 △  31 11,429 27.1 

  固定資産合計   24,476 59.0  28,278 67.8 3,802  24,167 57.2 

Ⅲ 繰延資産   17 0.1  16 0.1 △   1  18 0.1 

  資産合計   41,454 100.0  41,695 100.0 241  42,239 100.0 
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（単位：百万円） 

  前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

対前中 
間期比 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 注記
番号 金額 構成比 金額 構成比 増減額 金額 構成比 

（負債の部）    ％   ％    ％ 

Ⅰ 流動負債            

 １．買掛金   2,391   2,394    2,490  

 ２．短期借入金   670   670    670  

 ３．１年内返済予定長期
借入金 ※２  775   173    208  

 ４．未払法人税等   946   695    1,535  

 ５．賞与引当金   767   808    788  

 ６．その他   2,564   2,891    2,792  

  流動負債合計   8,115 19.6  7,632 18.3 △  482  8,484 20.1 

Ⅱ 固定負債            

 １．社債   1,350   1,200    1,275  

 ２．長期借入金   203   30    94  

 ３．退職給付引当金   1,839   1,647    1,783  

 ４．役員退職慰労引当金   254   268    269  

 ５．その他   124   95    107  

  固定負債合計   3,771 9.1  3,241 7.8 △  530  3,530 8.3 

  負債合計   11,887 28.7  10,874 26.1 △ 1,012  12,015 28.4 

（純資産の部）            

Ⅰ 株主資本            

 １．資本金   5,641 13.6  5,641 13.5   5,641 13.3 

 ２．資本剰余金   11,185 27.0  11,185 26.8   11,185 26.5 

 ３．利益剰余金   12,435 30.0  13,818 33.2   13,470 31.9 

 ４．自己株式   △   7 △0.0  △   8 △0.0   △   8 △0.0 

  株主資本合計   29,255 70.6  30,637 73.5 1,381  30,288 71.7 

Ⅱ 評価・換算差額等            

 １．その他有価証券評価
差額金   308 0.7  174 0.4   △  70 △0.1 

 ２．為替換算調整勘定   2 0.0  9 0.0   5 0.0 

  評価・換算差額等合計   311 0.7  183 0.4 △  128  △  65 △0.1 

Ⅲ 少数株主持分   0 0.0  0 0.0 0  0 0.0 

  純資産合計   29,566 71.3  30,820 73.9 1,254  30,224 71.6 

  負債純資産合計   41,454 100.0  41,695 100.0 241  42,239 100.0 
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 (2) 中間連結損益計算書 
（単位：百万円） 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

対前中 
間期比 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 注記
番号 金額 百分比 金額 百分比 増減額 金額 百分比 

    ％   ％    ％ 

Ⅰ 売上高   22,770 100.0  23,734 100.0 963  46,478 100.0 

Ⅱ 売上原価   10,860 47.7  11,608 48.9 747  22,385 48.2 

   売上総利益   11,909 52.3  12,125 51.1 216  24,093 51.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  9,978 43.8  9,905 41.7 △  72  19,660 42.3 

   営業利益   1,931 8.5  2,220 9.4 288  4,432 9.5 

Ⅳ 営業外収益            

 １．受取利息及び受取配
当金  82   91    148   

 ２．受取賃貸料  43   36    84   

 ３．その他  64 190 0.8 52 180 0.8 △  10 106 338 0.7 

Ⅴ 営業外費用            

 １．支払利息  13   13    25   

 ２．賃貸費用  39   34    76   

 ３．その他  38 90 0.4 9 57 0.3 △  33 51 153 0.3 

   経常利益   2,031 8.9  2,343 9.9 311  4,618 9.9 

Ⅵ 特別利益            

 １．固定資産売却益 ※２ 185   －    187   

 ２．子会社退職金制度変
更益  －   63    －   

 ３．前期損益修正益 ※３ 45   －    45   

 ４．その他  10 241 1.1 1 64 0.3 △  176 13 246 0.5 

Ⅶ 特別損失            

 １．固定資産除却損  40   36    53   

 ２．固定資産売却損 ※４ 195   －    195   

 ３．賃借物件解約損  19   34    26   

 ４．投資有価証券評価損  －   812    －   

 ５．減損損失 ※５ 10   90    43   

 ６．その他  － 265 1.2 10 984 4.2 719 15 334 0.7 

税金等調整前中間
（当期）純利益   2,007 8.8  1,423 6.0 △  584  4,530 9.7 

法人税、住民税及び
事業税  863   641    2,091   

法人税等調整額  32 896 3.9 59 700 3.0 △  195 △  31 2,060 4.4 

少数株主利益（少数
株主損失△）   △  24 △0.1  0 0.0 24  △  24 △0.1 

中間（当期）純利益   1,136 5.0  722 3.0 △  413  2,494 5.4 
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 (3) 中間連結株主資本等変動計算書 
 
  前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）                     （単位：百万円） 

 株主資本 評価・換算差額等 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本
合計 

その他有
価証券評
価差額金 

為替換算
調整勘定 

評価・換 
算差額等 
合計 

少数株主
持分 

純資産合計 

平成18年３月31日残高 5,641 5,225 11,709 △  6 22,569 866 3 869 0 23,439 

中間連結会計期間中の
変動額           

合併による増加  5,959   5,959     5,959 

剰余金の配当（注）   △ 410  △ 410     △ 410 

中間純利益   1,136  1,136     1,136 

自己株式の取得    △  0 △  0     △  0 

自己株式の処分  0  0 0     0 

株主資本以外の項目
の中間連結会計期間
中の変動額（純額） 

     △ 558 △  0 △ 558 0 △  558 

中間連結会計期間中の
変動額合計 － 5,959 726 △  0 6,685 △ 558 △  0 △ 558 0 6,127 

平成18年９月30日残高 5,641 11,185 12,435 △  7 29,255 308 2 311 0 29,566 

（注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

  当中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日）                     （単位：百万円） 

 株主資本 評価・換算差額等 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本
合計 

その他有
価証券評
価差額金 

為替換算
調整勘定 

評価・換 
算差額等 
合計 

少数株主
持分 

純資産合計 

平成19年３月31日残高 5,641 11,185 13,470 △  8 30,288 △  70 5 △  65 0 30,224 

中間連結会計期間中の
変動額           

剰余金の配当   △ 373  △ 373     △ 373 

中間純利益   722  722     722 

自己株式の取得    △  0 △  0     △  0 

自己株式の処分  0  0 0     0 

株主資本以外の項目
の中間連結会計期間
中の変動額（純額） 

     244 3 248 0 248 

中間連結会計期間中の
変動額合計 － 0 348 △  0 348 244 3 248 0 596 

平成19年９月30日残高 5,641 11,185 13,818 △  8 30,637 174 9 183 0 30,820 
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  前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日）          （単位：百万円） 

 株主資本 評価・換算差額等 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本
合計 

その他有
価証券評
価差額金 

為替換算
調整勘定 

評価・換 
算差額等 
合計 

少数株主
持分 

純資産合計 

平成18年３月31日残高 5,641 5,225 11,709 △  6 22,569 866 3 869 0 23,439 

連結会計年度中の変動
額           

合併による増加  5,959   5,959     5,959 

剰余金の配当（注）   △ 410  △ 410     △ 410 

剰余金の配当   △ 324  △ 324     △ 324 

当期純利益   2,494  2,494     2,494 

自己株式の取得    △  1 △  1     △  1 

自己株式の処分  0  0 0     0 

株主資本以外の項目
の連結会計年度中の
変動額（純額） 

     △ 937 2 △ 935 0 △  935 

連結会計年度中の変動
額合計 － 5,959 1,760 △  1 7,719 △ 937 2 △ 935 0 6,784 

平成19年３月31日残高 5,641 11,185 13,470 △  8 30,288 △  70 5 △  65 0 30,224 

（注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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 (4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円） 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

対前年比 
前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 金額 金額 増減額 金額 

      

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・
フロー      

税金等調整前中間（当期）
純利益  2,007 1,423  4,530 

減価償却費  752 854  1,620 

レンタル資産償却費  211 226  424 

のれん償却費  263 254  527 

貸倒引当金の増（減）額  △   33 △    3  △   27 

賞与引当金の増（減）額  57 19  78 

退職給付引当金の増（減）
額  △   85 △  135  △  141 

役員退職慰労引当金の増
（減）額  △  101 △    1  △   86 

受取利息及び受取配当金  △   82 △   91  △  148 

受取賃貸料  △   43 △   36  △   84 

支払利息  13 13  25 

賃貸費用  39 34  76 

固定資産除却損  40 36  53 

固定資産売却損  195 －  195 

減損損失  10 90  43 

投資有価証券評価損  － 812  － 

売上債権の（増）減額  △   97 44  △  349 

棚卸資産の（増）減額  6 △  111  102 

仕入債務の増（減）額  15 △  103  114 

レンタル資産の取得による
支出  △  203 △  315  △  409 

未払消費税等の増（減）額  △  135 2  △  172 

その他  △   68 175  △   12 

    小計  2,760 3,192  6,359 

利息及び配当金の受取額  91 87  156 

受取賃貸料の受取額  35 38  76 

利息の支払額  △   10 △   14  △   22 

賃貸費用の支払額  △   35 △   26  △   69 

法人税等の支払額  △  552 △ 1,459  △ 1,208 

  営業活動によるキャッシュ・
フロー  2,289 1,817 △  471 5,292 
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（単位：百万円） 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

対前年比 
前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 金額 金額 増減額 金額 

      
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  △ 1,012 △ 1,237  △ 1,719 

有形固定資産の売却による
収入  2,020 0  2,051 

投資有価証券の取得による
支出  △ 3,537 △   0  △ 3,976 

敷金保証金の差入による支
出  △   55 △   19  △  112 

敷金保証金の返戻による収
入  270 34  305 

貸付けによる支出  △   1 △ 6,992  △   11 

貸付金の回収による収入  5 163  5,009 

その他  △   76 △   95  △   76 

  投資活動によるキャッシュ・
フロー  △ 2,386 △ 8,147 △ 5,760 1,469 

Ⅲ 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  570 1,700  870 

短期借入金の返済による支
出  △  470 △ 1,700  △  770 

長期借入金の返済による支
出  △  446 △  100  △ 1,121 

社債の発行による収入  1,478 －  1,478 

社債の償還による支出  － △   75  △   75 

配当金の支払額  △  410 △  373  △  734 

その他  △   36 △   0  △   37 

  財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
 685 △  549 △ 1,235 △  389 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換

算差額 
 △   0 2 3 2 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増（減）

額 
 587 △ 6,876 △ 7,463 6,375 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残

高 
 4,984 11,921 6,937 4,984 

Ⅶ 合併に伴う現金及び現金同等
物の増加額  562 － △  562 562 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残

高 
※１ 6,133 5,045 △ 1,088 11,921 
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 (5) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．連結の範囲に関する
事項 

連結子会社の数 ５社 
連結子会社名 
 ユニマットキャラバン㈱ 
 ㈱ユニマットケアサポート
上海友尼瑪徳餐飲管理有限
公司 

 ㈱ユニマットコミュニケー
ションズ 

 ㈱ドゥリエール 
 
 ㈱ユニマットリレーション
については、平成18年４月１日
付でユニマットキャラバン㈱
と合併したため、連結の範囲か
ら除いております。 
 

連結子会社の数 ４社 
連結子会社名 
 ユニマットキャラバン㈱ 
 ㈱ユニマットケアサポート 
 上海佑瑪道商貿有限公司 
 ㈱ドゥリエール 
 
 
 
 
 上海友尼瑪徳餐飲管理有限
公司は、上海佑瑪道商貿有限公
司に社名を変更しております。 
 

連結子会社の数 ４社 
連結子会社名 
 ユニマットキャラバン㈱ 
 ㈱ユニマットケアサポート 
 上海友尼瑪徳餐飲管理有限
公司 

 ㈱ドゥリエール 
 
 
 
 キャラバンコーヒー㈱は、平
成18年４月１日付で、㈱ユニマ
ットリレーションを吸収合併
し、ユニマットキャラバン㈱に
社名を変更しております。 
 ㈱ユニマットコミュニケー
ションズについては、平成19
年１月１日付で当社と合併し
たため、連結の範囲から除いて
おります。 
 

２．持分法の適用に関す
る事項 

 持分法を適用していない関
連会社（㈱ユニマット美術館）
は、中間純損益（持分に見合う
額）及び利益剰余金（持分に見
合う額）等からみて、持分法の
対象から除いても中間連結財
務諸表に及ぼす影響が軽微で
あり、かつ、全体としても重要
性がないため持分法の適用範
囲から除外しております。 

 

  ――――――   ―――――― 

３．連結子会社の中間決
算日（決算日）等に
関する事項 

 連結子会社のうち上海友尼
瑪徳餐飲管理有限公司の中間
決算日は、６月30日でありま
す。 
 中間連結財務諸表の作成に
当たっては、同決算日現在の中
間財務諸表を使用しておりま
す。ただし、中間連結決算日ま
での間に発生した重要な取引
については、連結上必要な調整
を行っております。 
 

 連結子会社のうち上海佑瑪
道商貿有限公司の中間決算日
は、６月30日であります。 
 中間連結財務諸表の作成に
当たっては、同決算日現在の中
間財務諸表を使用しておりま
す。ただし、中間連結決算日ま
での間に発生した重要な取引
については、連結上必要な調整
を行っております。 
 

 連結子会社のうち上海友尼
瑪徳餐飲管理有限公司の決算
日は、12月31日であります。 
 連結財務諸表の作成に当た
っては、同決算日現在の財務諸
表を使用しております。ただ
し、１月１日から連結決算日３
月31日までの期間に発生した
重要な取引については、連結上
必要な調整を行っております。 
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前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

４．会計処理基準に関す
る事項 

  

 (1) 重要な資産の評価
基準及び評価方法 

イ 有価証券 
 その他有価証券 
 (イ)時価のあるもの 
   中間決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価差
額は全部純資産直入法に
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。 

イ 有価証券 
 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 

イ 有価証券 
 その他有価証券 
 (イ)時価のあるもの 
   決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は
全部純資産直入法により
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 
同左 

 ロ 棚卸資産 
 (イ)商品 
   移動平均法による原価

法 
 (ロ)製品 
   総平均法による原価法 
 (ハ)原材料 
   総平均法による原価法 
 (ニ)貯蔵品 
   最終仕入原価法 

ロ 棚卸資産 
 (イ)商品 

同左 
 
 (ロ)製品 

同左 
 (ハ)原材料 

同左 
 (ニ)貯蔵品 

同左 

ロ 棚卸資産 
 (イ)商品 

同左 
 
 (ロ)製品 

同左 
 (ハ)原材料 

同左 
 (ニ)貯蔵品 

同左 
 (2) 重要な減価償却資

産の減価償却の方
法 

イ 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。 

  建物及び構築物 ３～49年 
  ＯＣＳ貸与備品   ５年 
 

イ 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。 

  建物及び構築物 ２～49年 
  ＯＣＳ貸与備品   ５年 

イ 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。 

  建物及び構築物 ２～49年 
  ＯＣＳ貸与備品   ５年 

  （会計方針の変更）  
   当社及び国内連結子会社

は、法人税法の改正に伴い、
当中間連結会計期間より、平
成19年４月１日以降取得し
た有形固定資産について、改
正後の法人税法に基づく減
価償却の方法に変更してお
ります。 
 これにより、営業利益は40
百万円減少し、経常利益及び
税金等調整前中間純利益は、
それぞれ40百万円減少して
おります。 
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前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  （追加情報）  
   当社及び国内連結子会社

は、法人税法の改正に伴い、
平成19年３月31日以前に取
得した資産については、改正
前の法人税法に基づく減価
償却の方法の適用により取
得価額の５％に到達した連
結会計年度の翌連結会計年
度より、取得価額の５％相当
額と備忘価額との差額を５
年間にわたり均等償却し、減
価償却費に含めて計上して
おります。 
 これにより、営業利益は14
百万円減少し、経常利益及び
税金等調整前中間純利益は、
それぞれ14百万円減少して
おります。 

 

 

 ロ 無形固定資産 
 (イ)のれん 
   定額法（５年）を採用し

ております。 
   ただし、㈱ユニマットク

リーンライフとの合併に
係るのれんについては、効
果の発現する期間を合理
的に見積もった期間（20
年）で償却しております。 

 (ロ)ソフトウェア（自社利
用） 

   社内における利用可能
期間（３～５年）に基づく
定額法を採用しておりま
す。 

 (ハ)その他の無形固定資産 
   定額法 

ロ 無形固定資産 
 (イ)のれん 

同左 
 
 
 
 
 
 
 
 (ロ)ソフトウェア（自社利

用） 
同左 
 
 
 

 (ハ)その他の無形固定資産 
同左 

ロ 無形固定資産 
 (イ)のれん  

同左 
 
 
 
 
 
 
 
 (ロ)ソフトウェア（自社利

用） 
同左 
 
 
 

 (ハ)その他の無形固定資産 
同左 

 ハ レンタル資産 
  レンタル事業において使
用するレンタル資産につい
ては、使用見込期間にわたる
均等償却を行っております。 

 

ハ レンタル資産 
同左 

 

ハ レンタル資産 
同左 

 

     



㈱ユニマットライフ（7560）平成20年３月期 中間決算短信 

－  － 18

 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 (3) 重要な引当金の計
上基準 

イ 貸倒引当金 
  売上債権、貸付金等の貸倒
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。 

 

イ 貸倒引当金 
同左 

イ 貸倒引当金 
同左 

 ロ 賞与引当金 
  従業員への賞与の支給に
備えるため、支給見込額に基
づき当中間連結会計期間負
担額を計上しております。 

 

ロ 賞与引当金 
同左 

ロ 賞与引当金 
  従業員への賞与の支給に
備えるため、翌期支給見込額
の当期負担分を計上してお
ります。 

 ハ 退職給付引当金 
  従業員の退職給付に備え
るため、当連結会計年度末に
おける退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき、当
中間連結会計期間末におい
て発生していると認められ
る額を計上しております。 

  なお、数理計算上の差異
は、各連結会計年度の発生時
における従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数
（７年）による定額法により
按分した額をそれぞれ発生
の翌連結会計年度から費用
処理することとしておりま
す。 

ハ 退職給付引当金 
同左 

ハ 退職給付引当金 
  従業員の退職給付に備え
るため、当連結会計年度末に
おける退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき計
上しております。 

  なお、数理計算上の差異
は、各連結会計年度の発生時
における従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数
（７年）による定額法により
按分した額をそれぞれ発生
の翌連結会計年度から費用
処理することとしておりま
す。 

 ニ 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
中間期末要支給額を計上し
ております。 

 

ニ 役員退職慰労引当金 
同左 

ニ 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。 
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前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 (4) 重要なリース取引
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 同左 

 (5) その他中間連結財
務諸表（連結財務
諸表）作成のため
の基本となる重要
な事項 

イ 中間連結会計期間に係る
納付税額及び法人税等調整
額は、当期において予定して
いる特別償却準備金の取崩
しを前提として、当中間連結
会計期間に係る金額を計算
しております。 

 

イ     同左 イ   ―――――― 

 ロ 消費税等の会計処理 
  税抜方式によっておりま
す。ただし、固定資産に係る
控除対象外消費税は長期前
払費用に計上し、５年間で均
等償却を行っております。 

 

ロ 消費税等の会計処理 
同左 

 

ロ 消費税等の会計処理 
同左 

５．中間連結キャッシ
ュ・フロー計算書（連
結キャッシュ・フロ
ー計算書）における
資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能
な預金、容易に換金可能であ
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、売戻し
条件付現先、ＭＭＦ及び中期国
債ファンドからなっておりま
す。 

同左 同左 
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 (6) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関
する会計基準） 
 当中間連結会計期間より、「貸借対
照表の純資産の部の表示に関する会計
基準」（企業会計基準第５号 平成17
年12月９日）及び「貸借対照表の純資
産の部の表示に関する会計基準等の適
用指針」（企業会計基準適用指針第８
号 平成17年12月９日）を適用してお
ります。 
 これまでの資本の部の合計に相当す
る金額は、29,566百万円であります。 
 なお、当中間連結会計期間における
中間連結貸借対照表の純資産の部につ
いては、中間連結財務諸表規則の改正
に伴い、改正後の中間連結財務諸表規
則により作成しております。 

―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関
する会計基準） 
 当連結会計年度より、「貸借対照表
の純資産の部の表示に関する会計基
準」（企業会計基準第５号 平成17年
12月９日）及び「貸借対照表の純資産
の部の表示に関する会計基準等の適用
指針」（企業会計基準適用指針第８号 
平成17年12月９日）を適用しておりま
す。 
 これまでの資本の部の合計に相当す
る金額は30,223百万円であります。 
 なお、当連結会計年度における連結
貸借対照表の純資産の部については、
連結財務諸表規則の改正に伴い、改正
後の連結財務諸表規則により作成して
おります。 
 

（企業結合に係る会計基準等） 
 当中間連結会計期間から「企業結合
に係る会計基準」(企業会計審議会 平
成15年10月31日)及び「事業分離等に関
する会計基準」(企業会計基準委員会  
平成17年12月27日 企業会計基準第７
号)並びに「企業結合会計基準及び事業
分離等会計基準に関する適用指針」
（企業会計基準委員会 平成17年12月
27日 企業会計適用指針第10号）を適
用しております。 
 中間連結財務諸表規則の改正による
中間連結財務諸表の表示に関する変更
は以下のとおりであります。 
（中間連結貸借対照表） 
 前中間連結会計期間において、「無
形固定資産」に含めていた「営業権」
及び「連結調整勘定」は、当中間連結
会計期間から「のれん」と表示してお
ります。 
（中間連結損益計算書） 
 販売費及び一般管理費として処理し
ていた「連結調整勘定償却額」は、当
中間連結会計期間から販売費及び一般
管理費の「のれん償却費」として処理
しております。 
（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 
 「連結調整勘定償却額」及び「営業
権償却費」は、当中間連結会計期間か
ら「のれん償却費」として表示してお
ります。 
 なお、前中間連結会計期間において、
営業外費用として処理していた「営業
権償却費」は、当中間連結会計期間か
ら販売費及び一般管理費の「のれん償
却費」として処理しております。 
 これにより、営業利益は49百万円減
少しておりますが、経常利益及び中間
純利益に与える影響はありません。 
 なお、セグメント情報に与える影響
は、当該箇所に記載しております。 

―――――― （企業結合に係る会計基準等） 
 当連結会計年度より「企業結合に係
る会計基準」(企業会計審議会 平成15
年10月31日)及び「事業分離等に関する
会計基準」(企業会計基準委員会  平
成17年12月27日 企業会計基準第７
号)並びに「企業結合会計基準及び事業
分離等会計基準に関する適用指針」
（企業会計基準委員会 平成17年12月
27日 企業会計適用指針第10号）を適
用しております。 
 連結財務諸表規則の改正による連結
財務諸表の表示に関する変更は以下の
とおりであります。 
（連結貸借対照表） 
 前連結会計年度において、「営業権」
及び「連結調整勘定」として掲記され
ていたものは、当連結会計年度から「の
れん」と表示しております。 
（連結損益計算書） 
 前連結会計年度において、販売費及
び一般管理費として処理していた「連
結調整勘定償却額」は、当連結会計年
度から販売費及び一般管理費の「のれ
ん償却費」として処理しております。 
（連結キャッシュ・フロー計算書） 
 前連結会計年度において、「連結調
整勘定償却額」及び「営業権償却費」
として掲記されていたものは、当連結
会計年度から「のれん償却費」として
表示しております。 
 なお、前連結会計年度において、営
業外費用の「営業権償却費」として処
理していたものは、当連結会計年度か
ら販売費及び一般管理費の「のれん償
却費」として処理しております。 
 これにより、営業利益は98百万円減
少しておりますが、経常利益及び当期
純利益に与える影響はありません。 
 なお、セグメント情報に与える影響
は、当該箇所に記載しております。 
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 (7) 表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

（中間連結貸借対照表） 
１．「短期貸付金」は、前中間連結会計期間末まで、流動資
産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間連
結会計期間末において資産の総額の100分の５を超えたた
め区分掲記いたしました。 

  なお、前中間連結会計期間末の「短期貸付金」の金額は
100百万円であります。 

２．「未払法人税等」は、前中間連結会計期間末まで、流動
負債の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間
連結会計期間末において金額的重要性が増したため区分
掲記いたしました。 

  なお、前中間連結会計期間末の「未払法人税等」の金額
は317百万円であります。 

（中間連結損益計算書） 
１．前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「美術
館収入」（当中間連結会計期間は５百万円）は、営業外収
益の総額の100分の10以下となったため、営業外収益の「そ
の他」に含めて表示することにいたしました。 

２．「支払利息」は、前中間連結会計期間まで、営業外費用
の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間連結
会計期間において営業外費用の総額の100分の10を超えた
ため、区分掲記いたしました。 

  なお、前中間連結会計期間の「支払利息」の金額は、７
百万円であります。 

３．「固定資産売却損」は、前中間連結会計期間まで、特別
損失の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間
連結会計期間において特別損失の総額の100分の10を超え
たため、区分掲記いたしました。 

  なお、前中間連結会計期間の「固定資産売却損」の金額
は、６百万円であります。 

（中間連結貸借対照表） 
１．「長期貸付金」は、前中間連結会計期間末まで、投資そ
の他の資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、
当中間連結会計期間末において資産の総額の100分の５を
超えたため区分掲記いたしました。 

  なお、前中間連結会計期間末の「長期貸付金」の金額は
186百万円であります。 
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 (8) 注記事項 
（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

  8,098百万円    9,670百万円    8,964百万円  

            
※２ 担保に供している資産並びに担

保付債務は次のとおりであります。 
※２    ―――――― 
 

※２    ―――――― 
 

 
建物及び構築
物 149百万円 (68百万円)        

 
機械装置及び
運搬具 34百万円 (34百万円)        

 工具器具備品 3百万円 (3百万円)        

 土地 561百万円 (75百万円)        

 計 749百万円(183百万円)        

           

 １年内返済予
定長期借入金 

575百万円        

 計 575百万円(280百万円)        

          
 上記のうち（ ）内書きは工場財団抵
当並びに当該債務を示しております。 
 

  

※３ 中間連結会計期間末日満期手形 ※３ 中間連結会計期間末日満期手形 ※３ 連結会計年度末日満期手形 

 中間連結会計期間末日満期手
形の会計処理については、手形交
換日をもって決済処理しており
ます。なお、当中間連結会計期間
の末日は金融機関の休日であっ
たため、次の中間連結会計期間末
日満期手形が中間連結会計期間
末残高に含まれております。 

 中間連結会計期間末日満期手
形の会計処理については、手形交
換日をもって決済処理しており
ます。なお、当中間連結会計期間
の末日は金融機関の休日であっ
たため、次の中間連結会計期間末
日満期手形が中間連結会計期間
末残高に含まれております。 

 連結会計年度末日満期手形の
会計処理については、手形交換
日をもって決済処理をしており
ます。なお、当連結会計年度末
日が金融機関の休日であったた
め、次の連結会計年度末日満期
手形が連結会計年度末日に含ま
れております。 

 受取手形 14百万円   受取手形 12百万円   受取手形 13百万円  
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（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な
費目及び金額 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な
費目及び金額 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な
費目及び金額 

 給与手当及び賞与 4,586百万円  給与手当及び賞与 4,595百万円  給与手当及び賞与 9,830百万円 

 賞与引当金繰入額 736百万円  賞与引当金繰入額 783百万円  賞与引当金繰入額 761百万円 

 退職給付費用 195百万円  退職給付費用 187百万円  退職給付費用 359百万円 

 
役員退職慰労引当 
金繰入額 

16百万円  
役員退職慰労引当 
金繰入額 

22百万円  
役員退職慰労引当 
金繰入額 

31百万円 

 賃借料 1,501百万円  賃借料 1,443百万円  賃借料 2,930百万円 

         
※２ 固定資産売却益の内訳 ※２    ―――――― ※２ 固定資産売却益の内訳 

 工具器具備品 0百万円      機械装置及び運搬具 0百万円 

 土地 185百万円      工具器具備品 1百万円 

 計 185百万円      土地 185百万円 

        計 187百万円 

          
※３ 前期損益修正益の内訳 ※３    ―――――― ※３ 前期損益修正益の内訳 

 
前期退職給付引当
金過剰計上分戻し 

45百万円
  

 
  

前期退職給付引当金
過剰計上分戻し 

45百万円
 

         

※４ 固定資産売却損の内訳 ※４    ―――――― ※４ 固定資産売却損の内訳 

 工具器具備品 0百万円     機械装置及び運搬具 0百万円 

 土地 195百万円     工具器具備品 0百万円 

 計 195百万円     土地 195百万円 

       無形固定資産その他 0百万円 

       計 195百万円 

         
※５ 減損損失 ※５ 減損損失 ※５ 減損損失 

   当中間連結会計期間において、
当社グループは以下の資産グルー
プについて減損損失を計上いたし
ました。 

   当中間連結会計期間において、
当社グループは以下の資産グルー
プについて減損損失を計上いたし
ました。 

   当連結会計年度において、当社グ
ループは以下の資産グループにつ
いて減損損失を計上いたしました。 

(1) 減損損失を認識した資産 (1) 減損損失を認識した資産 (1) 減損損失を認識した資産 

 資産 
グループ 

用途 種類 場所   資産 
グループ 

用途 種類 場所   資産 
グループ 

用途 種類 場所  

 飲食事業
店舗２店 

店舗 造作設備、 
什器備品他 

東京都千
代田区他 

  調剤薬局 
店舗 

店舗 造作設備、
什器備品他 

東京都 
文京区 

  飲食事業
店舗 

店舗 造作設備、 
什器備品他 

東京都千
代田区他 

 

     飲食事業
店舗 

店舗 造作設備、
什器備品他 

東京都 
港区他 

  管理部門 
他 

物流
シス
テム 

ソフトウェ
ア 

神奈川県
横浜市  

   
 



㈱ユニマットライフ（7560）平成20年３月期 中間決算短信 

－  － 24

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 (2) 減損損失の認識に至った経緯  (2) 減損損失の認識に至った経緯  (2) 減損損失の認識に至った経緯 
   飲食事業の店舗のうち、２店舗

の資産グループについては、収益
性が著しく低下したため、帳簿価
額を回収可能価額まで減額し、当
該減少額を減損損失として認識い
たしました。 

  ① 調剤薬局のうち、１店舗の資
産グループについては、10月に
閉店することを決定したため、
帳簿価額を回収可能価額まで減
額し、当該減少額を減損損失と
して認識いたしました。 

  ① 飲食事業の店舗のうち、４店
舗の資産グループについては、
収益性が著しく低下したため、
帳簿価額を回収可能価額まで減
額し、当該減少額を減損損失と
して認識いたしました。 

   ② 飲食事業の店舗のうち、４店
舗の資産グループについては、
収益性が著しく低下したため、
帳簿価額を回収可能価額まで減
額し、当該減少額を減損損失と
して認識いたしました。 

  ② 物流システムについては、新
システムの導入に伴い、今後の
利用見込がなくなったため、帳
簿価額を回収可能価額まで減額
し、当該減少額を減損損失とし
て認識いたしました。 

 (3) 減損損失の金額  (3) 減損損失の金額  (3) 減損損失の金額 

 建物及び構築物 7百万円   建物及び構築物 72百万円   建物及び構築物 7百万円  

 工具器具備品 2百万円   工具器具備品 12百万円   工具器具備品 3百万円  

 投資その他の資産
その他 

0百万円   無形固定資産 
その他 

1百万円   無形固定資産 
その他 

31百万円  

 計 10百万円   敷金保証金 3百万円   
投資その他の資産
その他 0百万円  

     
投資その他の資産
その他 0百万円   計 43百万円  

     計 90百万円      

 (4) 資産のグルーピングの方法  (4) 資産のグルーピングの方法  (4) 資産のグルーピングの方法 
  ① 当社グループは、原則として

管理会計上の事業区分に基づき
ＯＣＳ事業、レンタル事業の営
業所や、飲食事業の店舗及びそ
の他の事業の店舗等を独立した
キャッシュフローを生み出す最
小単位として資産をグルーピン
グしております。 

同左 同左 

  ② 各事業部、本部等の資産グル
ープについては、所管する部署
の共用資産として資産をグルー
ピングしております。 

  

  ③ 本社等管理部門の資産グルー
プについては、全社共用資産と
して資産をグルーピングしてお
ります。 

  

 (5) 回収可能額の算定方法  (5) 回収可能額の算定方法  (5) 回収可能額の算定方法 
   カフェ店舗のうち、将来キャッ

シュ・フローに基づく使用価値が
マイナスである店舗については、
回収可能価額をないものとして減
損損失を計上いたしました。 

  ① 調剤薬局の店舗のうち、閉店
を決定した店舗については、回
収可能価額をないものとして減
損損失を計上いたしました。 

  ① カフェ店舗のうち、将来キャ
ッシュ・フローに基づく使用価
値がマイナスである店舗につい
ては、回収可能価額をないもの
として減損損失を計上いたしま
した。 

   ② カフェ及びレストラン店舗の
うち、将来キャッシュ・フロー
に基づく使用価値がマイナスで
ある店舗については、回収可能
価額をないものとして減損損失
を計上いたしました。 

  ② 物流システムについては、新
システムの導入に伴い、今後の
利用見込がなくなったため、回
収可能価額をないものとして減
損損失を計上いたしました。 
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 
前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末 
株式数（千株） 

当中間連結会計期間 
増加株式数（千株） 

当中間連結会計期間 
減少株式数（千株） 

当中間連結会計期間末
株式数（千株） 

発行済株式     

 普通株式（注）１ 20,520 4,411 － 24,931 

合計 20,520 4,411 － 24,931 

自己株式     

 普通株式（注）２，３ 5 0 0 5 

合計 5 0 0 5 

（注）１．普通株式の発行済株式の増加4,411千株は、株式会社ユニマットクリーンライフとの合併に伴う発行による増加
であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 
   ３．普通株式の自己株式の株式数の減少０千株は、単元未満株式の買増請求で売却したことによる減少であります。 
 
２．配当に関する事項 
 (1) 配当金支払額 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 基準日 効力発生日 

平成18年６月27日 
定時株主総会 

普通株式 410 20 平成18年３月31日 平成19年６月27日 

 
 (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 配当の原資 

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日 

平成18年10月31日 
取締役会 普通株式 324 利益剰余金 13 平成18年９月30日 平成18年12月18日 

 
当中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末 
株式数（千株） 

当中間連結会計期間 
増加株式数（千株） 

当中間連結会計期間 
減少株式数（千株） 

当中間連結会計期間末
株式数（千株） 

発行済株式     

 普通株式 24,931 － － 24,931 

合計 24,931 － － 24,931 

自己株式     

 普通株式（注）１，２ 5 0 0 6 

合計 5 0 0 6 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 
２．普通株式の自己株式の株式数の減少０千株は、単元未満株式の売渡しによる減少であります。 

 
２．配当に関する事項 
 (1) 配当金支払額 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 基準日 効力発生日 

平成19年６月26日 
定時株主総会 

普通株式 373 15 平成19年３月31日 平成19年６月27日 

 
 (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 配当の原資 

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日 

平成19年10月31日 
取締役会 普通株式 324 利益剰余金 13 平成19年９月30日 平成19年12月10日 
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前連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末 
株式数（千株） 

当連結会計年度増加 
株式数（千株） 

当連結会計年度減少 
株式数（千株） 

当連結会計年度末 
株式数（千株） 

発行済株式     

 普通株式（注）１ 20,520 4,411 － 24,931 

合計 20,520 4,411 － 24,931 

自己株式     

 普通株式（注）２，３ 5 0 0 5 

合計 5 0 0 5 

（注）１．普通株式の発行済株式の増加4,411千株は、株式会社ユニマットクリーンライフとの合併に伴う発行による増加
であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 
   ３．普通株式の自己株式の株式数の減少０千株は、単元未満株式の売渡しによる減少であります。 
 
２．配当に関する事項 
 (1) 配当金支払額 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 基準日 効力発生日 

平成18年６月27日 
定時株主総会 

普通株式 410 20 平成18年３月31日 平成18年６月27日 

平成18年10月31日 
取締役会 

普通株式 324 13 平成18年９月30日 平成18年12月18日 

 
 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 配当の原資 

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日 

平成19年６月26日 
定時株主総会 普通株式 373 利益剰余金 15 平成19年３月31日 平成19年６月27日 

 
（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末
残高と中間連結貸借対照表に掲記
されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末
残高と中間連結貸借対照表に掲記
されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高
と連結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 6,133百万円  現金及び預金勘定 5,045百万円  現金及び預金勘定 11,921百万円  
 

 
現金及び現金同等
物 6,133百万円  

現金及び現金同等
物 5,045百万円  

現金及び現金同等
物 11,921百万円  
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（セグメント情報） 
 １．事業の種類別セグメント情報 
   前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）               （単位：百万円） 

 ＯＣＳ事業 飲食事業 レンタル事業 その他の事業 計 消去又は全社 連結 

売上高        

(1) 外部顧客に対する売上高 13,627 5,387 3,420 335 22,770 － 22,770 

(2) セグメント間の内部売上高又
は振替高 0 530 16 42 590 △  590 － 

   計 13,627 5,918 3,437 377 23,360 △  590 22,770 

営業費用 11,134 5,771 2,842 515 20,264 574 20,838 

営業利益（又は営業損失） 2,493 146 594 △  138 3,096 △ 1,165 1,931 

（注）１．事業区分の方法 
 事業区分は、内部管理上採用している区分によっており、特に商品の販売方法、市場の類似性及び事業形態の
違いを考慮しております。 

２．各区分に属する主要な商品 
 事 業 区 分 主要商品 

ＯＣＳ事業 コーヒー、砂糖、ミルク、清涼飲料等 
飲食事業 コーヒー、ケーキ、レストランフード・ドリンク等及びコーヒー等の自家製品 
レンタル事業 マット、モップ、空気清浄機及び浄水器等の環境美化用品のレンタル及び販売 
その他の事業 ケアサポート施設の運営等 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,166百万円であり、その主なものは企
業イメージ広告に要した費用及び当社の総務部、経理部等の管理部門に係る費用であります。 

４．事業区分の方法の変更 
 事業区分の方法については、従来、商品の販売方法、市場の類似性及び事業形態の違い等の観点から区分して
おりますが、「不動産賃貸事業」において、主要な賃貸不動産を売却したことにより、「不動産賃貸事業」の売
上高及び営業利益（営業損失）の金額的重要性が乏しくなったため、「その他の事業」に含めて開示することと
いたしました。 
 なお、「その他の事業」に含まれる「不動産賃貸事業」の売上高は９百万円（うち、外部顧客に対する売上高
は０円）、営業費用は10百万円、営業損失１百万円であります。 
 また、平成18年４月１日株式会社ユニマットクリーンライフとの合併により、「レンタル事業」を新たな事業
区分として開示することといたしました。 

５．会計処理の方法の変更 
 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当中間連結会計期間より「企
業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会
計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準第７号）並びに「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に
関する適用指針」（企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計適用指針第10号）を適用しております。 
 この変更に伴い、従来、営業外費用の「営業権償却費」として処理していたものは、当中間連結会計期間から
販売費及び一般管理費の「のれん償却費」として処理しております。 
 これにより、「ＯＣＳ事業」、「飲食事業」及び「その他の事業」の営業費用がそれぞれ18百万円、23百万円、
６百万円増加し、営業利益（営業損失）が同額減少（増加）しております。 

 
当中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日）               （単位：百万円） 

 ＯＣＳ事業 飲食事業 レンタル事業 その他の事業 計 消去又は全社 連結 

売上高        

(1) 外部顧客に対する売上高 14,142 5,206 3,645 739 23,734 － 23,734 

(2) セグメント間の内部売上高又
は振替高 0 499 21 18 539 △  539 － 

   計 14,143 5,705 3,667 757 24,273 △  539 23,734 

営業費用 11,550 5,598 3,188 796 21,133 380 21,513 

営業利益（又は営業損失） 2,593 107 478 △   38 3,140 △   920 2,220 

（注）１．事業区分の方法 
 事業区分は、内部管理上採用している区分によっており、特に商品の販売方法、市場の類似性及び事業形態の
違いを考慮しております。 
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２．各区分に属する主要な商品 
 事 業 区 分 主要商品 

ＯＣＳ事業 コーヒー、砂糖、ミルク、清涼飲料等 
飲食事業 コーヒー、ケーキ、レストランフード・ドリンク等及びコーヒー等の自家製品 
レンタル事業 マット、モップ、空気清浄機及び浄水器等の環境美化用品のレンタル及び販売 
その他の事業 ケアサポート施設の運営等 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,038百万円であり、その主なものは企
業イメージ広告に要した費用及び当社の総務部、経理部等の管理部門に係る費用であります。 

４．会計処理の方法の変更 
 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の４．(2) イ（会計方針の変更）に記載のとおり、
当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当中間連結会計期間より、平成19年４月１日以降取得した
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の方法に変更しております。 
 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、当中間連結会計期間の営業費用は、ＯＣＳ事業が38百
万円、飲食事業が１百万円、レンタル事業が０百万円、その他の事業が０百万円、消去又は全社が０百万円増加
し、営業利益が同額減少しております。 

５．追加情報 
 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の４．(2) イ（追加情報）に記載のとおり、当社及
び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産については、改正前の法人
税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得
価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。 
 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、当中間連結会計期間の営業費用は、ＯＣＳ事業が９百
万円、飲食事業が４百万円、レンタル事業が０百万円、消去又は全社が０百万円増加し、営業利益が同額減少し
ております。 

 
   前連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日）                 （単位：百万円） 

 ＯＣＳ事業 飲食事業 レンタル事業 その他の事業 計 消去又は全社 連結 

売上高        

(1) 外部顧客に対する売上高 28,060 10,592 6,932 892 46,478 － 46,478 

(2) セグメント間の内部売上高又
は振替高 0 1,158 40 91 1,291 △ 1,291 － 

   計 28,061 11,751 6,973 984 47,770 △ 1,291 46,478 

営業費用 22,659 11,532 5,993 1,266 41,451 594 42,045 

営業利益（又は営業損失） 5,402 219 979 △  281 6,319 △ 1,886 4,432 

（注）１．事業区分の方法 
 事業区分は、内部管理上採用している区分によっており、特に商品の販売方法、市場の類似性及び事業形態の
違いを考慮しております。 

２．各区分に属する主要な商品 
 事 業 区 分 主要商品 

ＯＣＳ事業 コーヒー、砂糖、ミルク、清涼飲料等 
飲食事業 コーヒー、ケーキ、レストランフード・ドリンク等及びコーヒー等の自家製品 
レンタル事業 マット、モップ、空気清浄機及び浄水器等の環境美化用品のレンタル及び販売 
その他の事業 ケアサポート施設の運営等 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,881百万円であり、その主なものは企
業イメージ広告に要した費用及び当社の総務部、経理部等の管理部門に係る費用であります。 

４．事業区分の方法の変更 
 事業区分の方法については、従来、商品の販売方法、市場の類似性及び事業形態の違い等の観点から区分して
おりますが、「不動産賃貸事業」において、主要な賃貸不動産を売却したことにより、「不動産賃貸事業」の「売
上高及び営業利益」及び「資産、減価償却費及び資本的支出」の金額的重要性が乏しくなったため、「その他の
事業」に含めて開示することといたしました。 
 なお、「その他の事業」に含まれる「不動産賃貸事業」の売上高は18百万円（うち、外部顧客に対する売上高
は０円）、営業費用は13百万円、営業利益４百万円であり、資産は564百万円、減価償却費は５百万円であります。 
 また、平成18年４月１日株式会社ユニマットクリーンライフとの合併により、「レンタル事業」を新たな事業
区分として開示することといたしました。 

５．会計処理の方法の変更 
 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より「企業結合
に係る会計基準」(企業会計審議会 平成15年10月31日)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準委員
会  平成17年12月27日 企業会計基準第７号)並びに「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用
指針」（企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計適用指針第10号）を適用しております。 
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 この変更に伴い、従来、営業外費用の「営業権償却費」として処理していたものは、当連結会計年度から販売
費及び一般管理費の「のれん償却費」として処理しております。 
 これにより、「ＯＣＳ事業」、「飲食事業」及び「その他の事業」の営業費用がそれぞれ37百万円、47百万円、
13百万円増加し、営業利益（営業損失）が同額減少（増加）しております。 

 
 ２．所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至
平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 
本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載

を省略しております。 
 
 ３．海外売上高 

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至
平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 
海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

 
（１株当たり情報） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,186.16円  １株当たり純資産額 1,236.50円  １株当たり純資産額 1,212.58円 

１株当たり中間純利益
金額 

45.60円  
１株当たり中間純利益
金額 

28.99円  
１株当たり当期純利益
金額 

100.10円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間
純利益金額については、潜在株式が存在
しないため記載しておりません。 
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間
純利益金額については、潜在株式が存在
しないため記載しておりません。 
 

 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
存在しないため記載しておりません。 
 

（注） １株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
 （単位：百万円） 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり中間（当期）純利益金額    

 中間（当期）純利益 1,136 722 2,494 

 普通株式に帰属しない金額 － － － 

 普通株式に係る中間（当期）純利益 1,136 722 2,494 

 期中平均株式数（千株） 24,926 24,925 24,925 

 

（記載の省略） 
 リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、企業結合等に関する注記事
項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 
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（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

―――――― ―――――― ㈱ユニマット不動産に対する貸付 
 当社は、㈱ユニマット不動産に対し
て下記のとおり貸付を行うことを平成
19年４月16日の取締役会で決議し、平
成19年５月10日に金銭消費貸借契約を
締結いたしました。 
(1) 貸付目的 
 資金運用 

(2) 貸付先及び資金使途 
 ㈱ユニマット不動産の不動産等購
入資金 

(3) 貸付日及び金額 
   平成19年５月10日 3,000百万円 
   平成19年９月28日 2,000百万円 

   合計 5,000百万円 
  (4) 貸付金利 

 3.0％（年利） 
(5) 返済期日 
 平成22年９月30日 

(6) 担保 
 ㈱ユニマット不動産より、貸付金
相当額の不動産資産を担保徴求して
おります。 
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５．中間個別財務諸表 
 (1) 中間貸借対照表 

（単位：百万円） 

  
前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 
対前中 
間期比 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記
番号 金額 構成比 金額 構成比 増減額 金額 構成比 

（資産の部）    ％   ％    ％ 

Ⅰ 流動資産            

 １．現金及び預金  4,404   4,013    10,789   

 ２．受取手形  21   19    25   

 ３．売掛金  2,753   2,908    2,952   

 ４．棚卸資産  652   698    538   

 ５．短期貸付金  5,000   2,292    －   

 ６．その他  1,069   1,137    1,266   

   貸倒引当金  △   5   △   4    △  11   

  流動資産合計   13,897 36.6  11,065 28.3 △ 2,831  15,560 39.7 

Ⅱ 固定資産            

 １．有形固定資産            

  (1) 建物  675   622    651   

  (2) 工具器具備品  1,064   1,024    1,027   

  (3) ＯＣＳ貸与備品  2,644   3,021    2,613   

  (4) 土地  680   680    680   

  (5) その他  104   167    111   

     計  5,169   5,516    5,084   

 ２．無形固定資産            

  (1) のれん  4,681   4,438    4,533   

  (2) その他  282   224    242   

     計  4,964   4,663    4,776   

 ３．投資その他の資産            

  (1) 投資有価証券  6,604   5,996    6,411   

  (2) 関係会社株式  1,325   1,285    1,285   

  (3) 長期貸付金  －   4,698    163   

(4) 関係会社長期貸付
金  3,205   3,445    3,415   

  (5) 敷金保証金  1,427   1,445    1,445   

  (6) その他  1,418   1,701    1,775   

    投資損失引当金  －   △  730    △  730   

    貸倒引当金  △   8   △  10    △   6   

     計  13,972   17,832    13,760   

  固定資産合計   24,106 63.4  28,011 71.7 3,905  23,620 60.3 

  資産合計   38,003 100.0  39,077 100.0 1,074  39,181 100.0 
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（単位：百万円） 

  前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

対前中 
間期比 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 注記
番号 金額 構成比 金額 構成比 増減額 金額 構成比 

（負債の部）    ％   ％    ％ 

Ⅰ 流動負債            

 １．買掛金  1,475   1,555    1,589   

 ２．１年内返済予定長期
借入金  200   173    208   

 ３．未払金  1,146   1,450    1,275   

 ４．未払法人税等  930   677    1,505   

 ５．賞与引当金  705   760    745   

 ６．その他  763   660    725   

  流動負債合計   5,220 13.8  5,276 13.5 55  6,049 15.4 

Ⅱ 固定負債            

 １．長期借入金  203   30    94   

 ２．退職給付引当金  1,484   1,434    1,469   

 ３．役員退職慰労引当金  254   268    269   

 ４．その他  7   5    5   

  固定負債合計   1,949 5.1  1,738 4.5 △  210  1,839 4.7 

  負債合計   7,169 18.9  7,014 18.0 △  154  7,889 20.1 

（純資産の部）            

Ⅰ 株主資本            

 １．資本金   5,641 14.8  5,641 14.4 －  5,641 14.4 

 ２．資本剰余金            

  (1) 資本準備金  11,185   11,185    11,185   

  (2) その他資本剰余金  0   0    0   

   資本剰余金合計   11,185 29.4  11,185 28.6 0  11,185 28.6 

 ３．利益剰余金            

  (1) 利益準備金  210   210    210   

  (2) その他利益剰余金            

    特別償却準備金  18   7    18   

    別途積立金  10,804   11,804    10,804   

    繰越利益剰余金  2,672   3,048    3,511   

   利益剰余金合計   13,705 36.1  15,070 38.6 1,364  14,544 37.1 

 ４．自己株式   △   7 △0.0  △   8 △0.0 △   1  △   8 △0.0 

  株主資本合計   30,525 80.3  31,888 81.6 1,363  31,363 80.1 

Ⅱ 評価・換算差額等            

 １．その他有価証券評価
差額金   308 0.8  174 0.4 △  134  △  70 △0.2 

  評価・換算差額等合計   308 0.8  174 0.4 △  134  △  70 △0.2 

  純資産合計   30,833 81.1  32,062 82.0 1,229  31,292 79.9 

  負債純資産合計   38,003 100.0  39,077 100.0 1,074  39,181 100.0 
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 (2) 中間損益計算書 
（単位：百万円） 

  
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

対前中 
間期比 

前事業年度の 
要約損益計算書 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 注記
番号 金額 百分比 金額 百分比 増減額 金額 百分比 

    ％   ％    ％ 

Ⅰ 売上高   17,671 100.0  18,042 100.0 371  35,862 100.0 

Ⅱ 売上原価   6,684 37.8  6,828 37.9 144  13,527 37.7 

   売上総利益   10,987 62.2  11,213 62.1 226  22,335 62.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   9,013 51.0  8,916 49.4 △  97  17,705 49.4 

   営業利益   1,973 11.2  2,297 12.7 323  4,630 12.9 

Ⅳ 営業外収益   162 0.9  150 0.9 △  12  293 0.8 

Ⅴ 営業外費用   29 0.2  12 0.1 △  16  44 0.1 

   経常利益   2,107 11.9  2,434 13.5 327  4,880 13.6 

Ⅵ 特別利益   185 1.0  1 0.0 △  183  198 0.6 

Ⅶ 特別損失   201 1.1  843 4.7 641  957 2.7 

   税引前中間（当期）
純利益   2,091 11.8  1,593 8.8 △  498  4,121 11.5 

   法人税、住民税及び
事業税  857   634    2,078   

   法人税等調整額  32 890 5.0 59 693 3.8 △  196 △  321 1,756 4.9 

   中間（当期）純利益   1,201 6.8  899 5.0 △  301  2,364 6.6 
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 (3) 中間株主資本等変動計算書 
 
  前中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）                       （単位：百万円） 

 純      資      産 

 株  主  資  本 評価・換
算差額等 

 資本剰余金 利益剰余金 

 その他利益剰余金 

 

資本金 資本準備
金 

その他資
本剰余金 

資本剰余
金合計 

利益準備
金 特別償却

準備金 
別途積立

金 
繰越利益
剰余金 

利益剰余
金合計 

自己株式 
株主資本
合計 

その他有
価証券評
価差額金 

純資産 
合計 

平成18年３月31日残高 5,641 5,225 0 5,225 210 30 9,804 2,870 12,914 △   6 23,774 866 24,640 

中間会計期間中の変動額              

合併による増加  5,959  5,959       5,959  5,959 

特別償却準備金の取崩
し      △ 11  11 －  －  － 

別途積立金の積立て 
（注）       1,000 △1,000 －  －  － 

剰余金の配当（注）        △  410 △ 410  △  410  △  410 

中間純利益        1,201 1,201  1,201  1,201 

自己株式の取得          △   0 △   0  △   0 

自己株式の処分   0 0      0 0  0 

株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動
額（純額） 

           △  558 △  558 

中間会計期間中の変動額
合計 － 5,959 0 5,959 － △ 11 1,000 △ 197 791 △   0 6,750 △  558 6,192 

平成18年９月30日残高 5,641 11,185 0 11,185 210 18 10,804 2,672 13,705 △   7 30,525 308 30,833 

（注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

  当中間会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日）                       （単位：百万円） 

 純      資      産 

 株  主  資  本 評価・換
算差額等 

 資本剰余金 利益剰余金 

 その他利益剰余金 

 

資本金 資本準備
金 

その他資
本剰余金 

資本剰余
金合計 

利益準備
金 特別償却

準備金 
別途積立

金 
繰越利益
剰余金 

利益剰余
金合計 

自己株式 
株主資本
合計 

その他有
価証券評
価差額金 

純資産 
合計 

平成19年３月31日残高 5,641 11,185 0 11,185 210 18 10,804 3,511 14,544 △   8 31,363 △  70 31,292 

中間会計期間中の変動額              

特別償却準備金の取崩
し      △ 11  11 －  －  － 

別途積立金の積立て       1,000 △1,000 －  －  － 

剰余金の配当        △  373 △ 373  △  373  △  373 

中間純利益        899 899  899  899 

自己株式の取得          △   0 △   0  △   0 

自己株式の処分   0 0      0 0  0 

株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動
額（純額） 

           244 244 

中間会計期間中の変動額
合計 － － 0 0 － △ 11 1,000 △ 462 526 △   0 525 244 770 

平成19年９月30日残高 5,641 11,185 0 11,185 210 7 11,804 3,048 15,070 △   8 31,888 174 32,062 
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  前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日）              （単位：百万円） 

 純      資      産 

 株  主  資  本 評価・換
算差額等 

 資本剰余金 利益剰余金 

 その他利益剰余金 

 

資本金 資本準備
金 

その他資
本剰余金 

資本剰余
金合計 

利益準備
金 特別償却

準備金 
別途積立

金 
繰越利益
剰余金 

利益剰余
金合計 

自己株式 
株主資本
合計 

その他有
価証券評
価差額金 

純資産 
合計 

平成18年３月31日残高 5,641 5,225 0 5,225 210 30 9,804 2,870 12,914 △   6 23,774 866 24,640 

事業年度中の変動額              

合併による増加  5,959  5,959       5,959  5,959 

特別償却準備金の取崩
し（注）      △ 11  11 －  －  － 

別途積立金の積立て 
（注）       1,000 △1,000 －  －  － 

剰余金の配当（注）        △  410 △ 410  △  410  △  410 

剰余金の配当        △  324 △ 324  △  324  △  324 

当期純利益        2,364 2,364  2,364  2,364 

自己株式の取得          △   1 △   1  △   1 

自己株式の処分   0 0      0 0  0 

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純額） 

           △  937 △  937 

事業年度中の変動額合計 － 5,959 0 5,959 － △ 11 1,000 641 1,630 △   1 7,588 △  937 6,651 

平成19年３月31日残高 5,641 11,185 0 11,185 210 18 10,804 3,511 14,544 △   8 31,363 △  70 31,292 

（注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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６．仕入及び販売の状況 
 (1) 仕入実績 

（単位：百万円） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前年同期比較 
  

金 額 構成比 金 額 構成比 差 額 比 率 

   ％  ％  ％ 
 レギュラーコーヒー 578 9.5 653 10.5 74 112.9 

 附帯品 941 15.5 932 14.9 △  9 99.0 

 清涼飲料等 1,145 18.8 1,293 20.8 148 112.9 

 その他 333 5.5 431 6.9 97 129.4 

 ＯＣＳ事業 2,999 49.3 3,310 53.1 311 110.4 

 レンタル 47 0.8 57 0.9 9 119.5 
 販売商品 370 6.1 395 6.4 24 106.7 

 その他 7 0.1 － － △  7 － 

 レンタル事業 425 7.0 452 7.3 26 106.3 

 カフェ 2,200 36.2 2,049 32.9 △ 151 93.1 
 レストラン 337 5.6 322 5.2 △  14 95.6 

 飲食事業 2,537 41.8 2,371 38.1 △ 166 93.5 

 その他の事業 113 1.9 96 1.5 △  16 85.5 

  合計 6,075 100.0 6,231 100.0 155 102.6 

（注）１．セグメント間の取引について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。 

３．上記の金額には、原材料仕入を含めて記載しております。 
 
 (2) 販売実績 

（単位：百万円） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前年同期比較 
  

金 額 構成比 金 額 構成比 差 額 比 率 

   ％  ％  ％ 
 レギュラーコーヒー 7,855 34.5 7,618 32.1 △  236 97.0 

 附帯品 1,215 5.3 1,219 5.1 3 100.3 

 清涼飲料等 3,646 16.0 4,199 17.7 553 115.2 

 その他 910 4.0 1,104 4.7 194 121.3 

 ＯＣＳ事業 13,627 59.8 14,142 59.6 514 103.8 

 レンタル 2,450 10.8 2,495 10.5 45 101.9 
 販売商品等 525 2.3 560 2.4 35 106.7 

 クリーンメンテナンス 416 1.8 413 1.8 △  3 99.3 

 その他 27 0.1 175 0.7 147 629.1 

 レンタル事業 3,420 15.0 3,645 15.4 225 106.6 

 カフェ 4,140 18.2 4,013 16.9 △ 127 96.9 
 レストラン 1,247 5.5 1,193 5.0 △  54 95.7 

 飲食事業 5,387 23.7 5,206 21.9 △ 181 96.6 

 その他の事業 335 1.5 739 3.1 404 220.8 

  合計 22,770 100.0 23,734 100.0 963 104.2 

（注）１．セグメント間の取引について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。 
 
 


