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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 13,913 ― 1,178 ― 1,253 ― 561 ―

20年3月期第1四半期 12,151 4.8 1,223 21.1 1,289 23.9 675 23.7

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

21年3月期第1四半期 22.51 ―

20年3月期第1四半期 27.11 ―

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

21年3月期第1四半期 45,121 31,025 68.5 1,239.43
20年3月期 46,561 31,639 67.7 1,264.29

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  30,893百万円 20年3月期  31,512百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 13.00 ― 17.00 30.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 13.00 ― 17.00 30.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期連結累計期間 27,450 ― 2,280 ― 2,300 ― 1,100 ― 44.13
通期 56,000 13.2 5,200 9.7 5,300 5.9 2,600 36.8 104.31

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に記載されている業績見通し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。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  24,931,500株 20年3月期  24,931,500株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  6,283株 20年3月期  6,298株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  24,925,204株 20年3月期第1四半期  24,925,679株
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定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期の我が国経済は、原油をはじめとした原材料の価格高騰が企業収益を圧迫し、さらに、原材料価

格の高騰による物価上昇から個人消費が力強さを欠くなど、景気の足踏み状態が続く展開となりました。 

 このような経済環境の下、当社グループにおきましては、事業運営の効率化を図り、市場・地域特性に応じた

組織体制の整備を行うとともに、コーヒーをはじめとした仕入価格の上昇に対処するため、お客様への販売価格

の値上げをお願いするなどの施策を行っております。また、ＯＣＳ事業におきましては、主要商材のコーヒー、

お茶、水の販売を推し進めるとともに、リサイクルトナーを中心としたトナー販売の強化に取り組むなど、業績

の拡大に努めてまいりました。レンタル事業におきましては、全国展開しているＯＣＳ事業の販売チャネルを活

用したレンタル事業の拡大に努めました。 

 また、当第１四半期においては、健康食品の通販事業を営んでおります株式会社エイチエーシーの株式97.5％

を取得し、子会社化いたしました。さらに、介護事業を行う子会社の株式会社ユニマットケアサポートにおいて

は、同じく介護事業を営む株式会社ココチケアの株式100％を取得して子会社化（当社孫会社）しております。 

 これらの結果、当第１四半期（４月～６月）の連結経営成績につきましては、売上高は各事業共に計画通りに

推移したことに加え、昨年12月に子会社化（当社孫会社）した、株式会社フレッシュネスと当期において新たに

２社を連結したことにより、前年同期比14.5％増の139億13百万円となりました。 

 営業利益は、顧客サービスの一環として実施いたしましたサーバー・メンテナンスサービス要員の強化による

人件費の増加やガソリン等車両関係費の高騰により営業費用が増加して、前年同期比3.7％減の11億78百万円、

経常利益は前年同期比2.8％減の12億53百万円となりました。また、当第１四半期純利益は、税金費用が54百万

増加したことにより、前年同期比17.0％減の５億61百万円となりました。 

  

当連結会計年度の事業別セグメントの業績は下記のとおりであります。 

①ＯＣＳ事業 

 ＯＣＳ事業におきましては、原油価格の高騰による包装資材の価格上昇やコーヒー生豆の国際価格の上昇を背

景に、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。当第１四半期におきましても、仕入価

格の値上げを吸収すべく、新規顧客に対する販売価格のアップや、既存顧客への値上げ交渉をお願いしておりま

す。また、トナー販売の強化、空気清浄機のレンタルならびに健康食品の新たな販売システムを展開するなど、

業容の拡大に傾注いたしました。 

 コーヒーサーバーサービス売上高は減少したものの、健康志向の高まりを背景にティーサーバーやウォーター

サーバーの契約設置台数が順調に増加し、ティーサーバーサービス売上高、ウォーターサーバーサービス売上高

ともに好調に推移いたしました。 

 これらの結果、ＯＣＳ事業売上高は、前年同期比3.8％増の76億25百万円となりました。 

 なお、サーバー稼動台数は、コーヒーサーバー166,969台（前期末比277台増）、ティーサーバー34,266台（前

期末比1,344台増）、ウォーターサーバー9,263台（前期末比696台増）となっております。 

 営業利益は、コーヒー生豆の上昇や原油価格の高騰により、仕入価格が上昇したことやサーバー・メンテナン

スサービス要員の強化による人件費の増加などにより、前年同期比5.3％減の14億18百万円となりました。 

  

②レンタル事業 

 レンタル事業におきましては、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活用し、積極的な

営業拡大と新規顧客の獲得に傾注いたしました。当第１四半期におきましても、レンタルの売上高は順調に推移

し、レンタル事業の主要商品であるマット・モップ・空気清浄機等のレンタル契約数が順調に増加し、売上高は

好調に推移いたしました。 

 これらの結果、レンタル事業売上高は、前年同期比5.1％増の19億18百万円となりました。 

 営業利益は、前年同期比3.7％増の２億43百万円となりました。 

  

③飲食事業 

 飲食事業におきましては、顧客満足度を高め高品質なサービスと効率的な店舗オペレーションを進めるととも

に不採算店舗の閉店と新店舗の開発を進め、収益構造の強化を目指してまいりました。 

 これらの結果、飲食事業の売上高は、個人消費が低迷を続けていることや、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、既存店の売上高は減少しましたが、昨年12月より株式会社フレッシュネスを連結したこ

とにより、前年同期比32.4％増の38億51百万円となりました。 

 営業利益は、前年同期比18.8％増の１億円となりました。 

   

④その他の事業 

 その他の事業では、介護事業を行う株式会社ユニマットケアサポートは新規の顧客獲得と既存顧客へのサービ

スの充実を図り、各施設とも順調に利用客を伸ばしております。調剤薬局事業及び企業向け通信管理費支払業務

事業については、顧客獲得に注力するなど集客を図っており、概ね計画通り進捗いたしました。また、４月に株

式会社エイチエーシー、５月に株式会社ココチケアを新たに連結したことにより、その他の事業売上高は、前年

同期比111.7％増の７億71百万円となり、営業利益40百万円（前年同期は営業損失21百万円）となりました。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末の総資産は、株式の取得により投資有価証券が14億８百万円増加する一方、現金及び預金が22

億１百万円、短期貸付金が12億95百万円それぞれ減少し、前期末比14億39百万円減少の451億21百万円となりま

した。 

 負債につきましては、未払法人税等５億15百万円、賞与引当金４億６百万円がそれぞれ減少したこと等によ

り、前期末比８億25百万円減少の140億96百万円となりました。 

 純資産につきましては、その他有価証券評価差額金が７億87百万円減少したことなどにより、６億14百万円減

少の310億25百万円となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当四半期連結会計期間における現金及び預金は45億91百万円となり、前連結会計年度末に比べ22億１百万円の

減少となりました。 

 営業活動の結果得られた資金は６億29百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が11億49百

万円、有形固定資産及びのれん等の非資金支出費用である償却費の計上により７億78百万円と増加する一方、法

人税等の支払額９億14百万円と減少したこと等によるものであります。 

 投資活動の結果使用した資金は23億60百万円となりました。これは主に貸付金の回収による収入23億21百万円

増加する一方、有形固定資産の取得による支出７億80百万円、投資有価証券の取得による支出21億34百万円、連

結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出14億35百万円などによるものであります。 

 財務活動の結果使用した資金は４億68百万円となりました。これは主に配当金の支払で４億23百万円減少した

こと等によるものであります。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年５月９日に公表いたしました連結業績予想に変更はあり

ません。 

  

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） 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

簡便な会計処理 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法により算定

しております。 

③繰延税金資産の回収可能性の判断  

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタックス・

プランニングを利用する方法によっております。 
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（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（四半期財務諸表に関する会計基準） 

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりま

したが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18

年７月５日）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

 これによる影響はありません。 

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

 当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 

 これによる影響はありません。 

（リース取引に関する会計基準の適用） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平

成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになった

ことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理に

よっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法について

は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、リース取引開始日が

適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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

計処理を引き続き採用しております。 

 これによる影響は軽微であります。  
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,629 6,830

受取手形及び売掛金 4,509 4,297

商品 609 644

製品 108 84

原材料 78 80

仕掛品 1 0

その他 2,948 4,572

貸倒引当金 △20 △17

流動資産合計 12,864 16,494

固定資産   

有形固定資産 8,649 8,402

無形固定資産   

のれん 5,438 4,859

その他 284 289

無形固定資産合計 5,722 5,148

投資その他の資産   

投資有価証券 7,141 5,732

長期貸付金 4,584 4,569

敷金及び保証金 4,534 4,675

その他 1,641 1,561

貸倒引当金 △57 △65

投資その他の資産合計 17,843 16,473

固定資産合計 32,216 30,024

繰延資産 40 42

資産合計 45,121 46,561
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,938 3,083

短期借入金 970 940

未払法人税等 491 1,007

引当金 442 850

その他 4,262 4,132

流動負債合計 9,105 10,013

固定負債   

社債 2,005 2,055

長期借入金 744 624

退職給付引当金 1,497 1,491

その他の引当金 303 284

その他 440 453

固定負債合計 4,991 4,908

負債合計 14,096 14,921

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,641 5,641

資本剰余金 11,185 11,185

利益剰余金 14,809 14,672

自己株式 △8 △8

株主資本合計 31,628 31,490

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △744 42

繰延ヘッジ損益 8 △27

為替換算調整勘定 1 6

評価・換算差額等合計 △735 21

少数株主持分 132 127

純資産合計 31,025 31,639

負債純資産合計 45,121 46,561
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 13,913

売上原価 7,181

売上総利益 6,732

販売費及び一般管理費 5,553

営業利益 1,178

営業外収益  

受取利息 42

受取配当金 5

その他 58

営業外収益合計 107

営業外費用  

支払利息 18

賃貸費用 7

その他 6

営業外費用合計 32

経常利益 1,253

特別利益  

固定資産売却益 3

貸倒引当金戻入額 3

その他 0

特別利益合計 8

特別損失  

固定資産除却損 20

賃貸借契約解約損 90

その他 0

特別損失合計 111

税金等調整前四半期純利益 1,149

法人税、住民税及び事業税 366

過年度法人税等 29

法人税等調整額 211

法人税等合計 607

少数株主利益 △19

四半期純利益 561
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 1,149

減価償却費 645

減損損失 0

のれん償却額 133

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5

賞与引当金の増減額（△は減少） △409

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △18

退職給付引当金の増減額（△は減少） △12

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 19

受取利息及び受取配当金 △48

支払利息 18

固定資産売却損益（△は益） △3

固定資産除却損 20

売上債権の増減額（△は増加） △50

たな卸資産の増減額（△は増加） 49

仕入債務の増減額（△は減少） △163

未払消費税等の増減額（△は減少） 126

その他 59

小計 1,510

利息及び配当金の受取額 48

利息の支払額 △14

法人税等の支払額 △914

営業活動によるキャッシュ・フロー 629

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 △780

投資有価証券の取得による支出 △2,134

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△1,435

貸付けによる支出 △400

貸付金の回収による収入 2,321

敷金及び保証金の差入による支出 △95

敷金及び保証金の回収による収入 269

その他 △103

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,360

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 230

短期借入金の返済による支出 △260

長期借入れによる収入 189

長期借入金の返済による支出 △135

社債の償還による支出 △50

配当金の支払額 △423

その他 △17

財務活動によるキャッシュ・フロー △468

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,201

現金及び現金同等物の期首残高 6,793

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,591
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（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

  

（５）セグメント情報 

 【事業の種類別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

  

【所在地別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30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。 

  

【海外売上高】 

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

  
ＯＣＳ事業 
（百万円） 

レンタル事
業(百万円)

飲食事業
（百万円）

その他の事
業(百万円)

計
（百万円） 

消去又は全
社(百万円) 

連結
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する

売上高 
7,625 1,904 3,620 763 13,913 － 13,913 

(2）セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

0 13 231 8 253 △253 － 

計 7,625 1,918 3,851 771 14,167 △253 13,913 

営業利益 1,418 243 100 40 1,803 △625 1,178 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 
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「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高 12,151 

Ⅱ 売上原価 5,820 

売上総利益 6,331 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 5,108 

営業利益 1,223 

Ⅳ 営業外収益 96 

Ⅴ 営業外費用 29 

経常利益 1,289 

Ⅵ 特別損失 60 

税金等調整前四半期純利益 1,229 

税金費用 553 

少数株主利益 0 

四半期純利益 675 
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前年同四半期

（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前第１四半期純利益  1,229

減価償却費  387

レンタル資産償却費  111

のれん償却費  127

貸倒引当金の増（減）額  5

賞与引当金の増（減）額  △379

退職給付引当金の増（減）額  △31

役員退職慰労引当金の増（減）額  △8

受取利息及び受取配当金  △48

受取賃貸料  △18

支払利息  6

賃貸費用  17

固定資産除却損  30

売上債権の（増）減額  △278

棚卸資産の（増）減額  △2

仕入債務の増（減）額  108

レンタル資産の取得による支出  △124

未払消費税等の増（減）額  116

その他  718

小計  1,965

利息及び配当金の受取額  47

受取賃貸料の受取額  19

利息の支払額  △3

賃貸費用の支払額  △12

法人税等の支払額  △1,460

営業活動によるキャッシュ・フロー  557

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  △503

有形固定資産の売却による収入  0

投資有価証券の取得による支出  △0

敷金保証金の差入による支出  △17

敷金保証金の返戻による収入  25

貸付けによる支出  △3,000

貸付金の回収による収入  6

その他  △58

投資活動によるキャッシュ・フロー  △3,547

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入による収入  400

短期借入金の返済による支出  △400

長期借入金の返済による支出  △50

配当金の支払額  △373

その他  △0

財務活動によるキャッシュ・フロー  △424

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  0

Ⅴ 現金及び現金同等物の増（減）額  △3,414

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  11,921

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  8,506
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（３）セグメント情報  

 事業の種類別セグメント情報  

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期）  

  

  
ＯＣＳ事業 
（百万円） 

レンタル事業
（百万円） 

飲食事業
（百万円）

その他の事業
（百万円） 

計（百万円）
消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高 7,349 1,824 2,910 364 12,448 △296 12,151 

営業費用 5,851 1,589 2,825 385 10,651 277 10,928 

営業利益（または

営業損失） 
1,497 235 84 △21 1,796 △573 1,223 
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