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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 41,298 ― 3,657 ― 3,879 ― 246 ―

20年3月期第3四半期 36,317 4.2 3,618 12.7 3,824 13.7 1,743 △0.5

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3四半期 9.90 ―

20年3月期第3四半期 69.97 ―

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3四半期 45,417 31,158 68.3 1,244.04
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3四半期  31,008百万円 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 ― 13.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 55,200 11.6 5,100 7.5 5,300 5.9 1,080 △43.2 43.33

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、４ページ「定性的情報・財務諸表等 ４．その他」をご覧下さい。  

(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」をご覧下さい。  

(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．平成21年3月期の連結業績予想の詳細は、平成21年1月9日に公表いたしました「投資有価証券評価損の計上ならびに平成21年3月期の業績修正に関するお知らせ」
をご覧下さい。 
２．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。 
３．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。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  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3四半期  6,109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3四半期  24,925,274株 20年3月期第3四半期  24,925,472株
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 当第３四半期連結累計期間（平成20年４月～平成20年12月）におけるわが国経済は、米国のサブプライムロー

ン問題に端を発した金融不安に伴う世界景気の減速や株安・円高等を背景に、企業収益の大幅な減少、設備投資

の減少、雇用情勢の悪化、個人消費の減退など、景気の悪化が一段と強まる状況で推移いたしました。 

 このような厳しい経済環境の下、当社グループにおきましては、事業ごとの施策に継続的に取組むとともに、

主力事業であるオフィスコーヒーサービス（以下、ＯＣＳという）事業では、主要商材のコーヒーにとどまら

ず、健康志向的飲料（お茶や水等）市場の開拓を推し進め、業績の拡大に努めました。 

 当社の主力事業であるレンタル事業におきましては、全国展開しているＯＣＳ事業の販売チャンネルを利用し

た事業の拡大を図るとともに、第２四半期末より事務機器等のレンタル事業を営む株式会社東テレの株式を取得

し子会社化するなど、事業の拡大に邁進いたしました。 

 飲食事業におきましては、子会社のユニマットキャラバン株式会社では、当第３四半期よりカフェ事業に専念

するとともに、コーヒー焙煎卸売事業の物販強化に努めました。孫会社の株式会社フレッシュネスでは、健康志

向の高まりを背景にしたメニュー特性をアピールし、顧客満足度の向上と高品質なサービスの提供を図りまし

た。 

 その他の事業におきましては、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ならびに孫会社の株

式会社ココチケアでは、当第３四半期も継続的に外部認知度の向上と事業所稼働率の向上に傾注いたしました。 

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間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、第１四半期に２社、第２四半期に１社を連結したことにより、前年同期比13.7％増の412億98

百万円となりました。 

 営業利益は、前年同期比1.1％増の36億57百万円、経常利益は前年同期比1.4％増の38億79百万円となりまし

た。四半期純利益は、保有有価証券の時価が著しく下落したため評価損を計上したこと等により、前年同期比

85.9％減の２億46百万円となりました。 

 前年同期比は参考として記載しております。  

当第３四半期連結累計期間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、健康と食の安全に注目した新商材「有機栽培珈琲」を積極的に販売するととも

に、仕入価格の上昇を吸収すべく販売価格の改定を実施するなどの施策を行いました。また、主要商材のコーヒ

ーにとどまらず、お茶や水、トナー販売などを含むトータルオフィスサービスの確立を目指すとともに、その他

販売商品のキャンペーンを実施するなど業績の拡大に努めました。 

 コーヒーサーバーサービス売上高につきましては、顧客の嗜好の変化や景気の悪化に伴う企業の経費削減など

厳しい状況が続きました。一方、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

数は順調に増加いたしました。特に、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前期より市

場に投入いたしました、ウォーターサーバー（R.O.ピュアレインボー）の契約は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3.1％増の224億10百万円となりました。 

 なお、ＯＣＳ事業のサーバー稼動台数は、コーヒーサーバー163,661台（前期末比3,031台減）、ティーサーバ

ー35,719台（前期末比2,797台増）、ウォーターサーバー9,760台（前期末比1,193台増）となっております。 

 営業利益は、顧客サービスの一環として実施しておりますサーバー・メンテナンス要員の強化による人件費の

増加やガソリン価格の高騰などにより営業費用が増加し、前年同期比8.0％減の37億55百万円となりました。 

②レンタル事業 

 レンタル事業におきましては、関西圏における営業網の拡大と顧客サービス対応の強化を図るべく11月にレン

タル大阪営業所を分割し、レンタル南大阪営業所を開設いたしました。また、当第３四半期においても、レンタ

ル事業の主要商品であるマット・モップのレンタル契約数は順調に増加し、レンタル売上高は好調に推移いたし

ました。年末にかけて店舗清掃の契約も増加し、クリーンメンテナンス売上高も計画を上回りました。さらに、

９月には事務機器等のレンタル事業を営む株式会社東テレを子会社化いたしました。 

 これらの結果、レンタル事業売上高は、前年同期比11.9％増の62億80百万円となりました。 

 営業利益は、前年同期比9.4％増の８億39百万円となりました。 

③飲食事業 

 飲食事業におきましては、子会社のユニマットキャラバン株式会社では、９月よりレストランの店舗運営を株

式会社ユニマットクリエイティブに委託したため、売上高は大きく減少することとなりました。カフェ事業につ

きましては、季節商品の明確化を図ったメニューへの変更や、ケーキ・コーヒーの物販に注力いたしました。ま

た、コーヒー焙煎卸事業は、コーヒー豆の物販増強策として、コーヒー豆販売専用ショーケースの積極的な貸出

しを行うなど、物販強化に努めました。昨年12月末に孫会社化した株式会社フレッシュネスでは、新たにデリバ

リーサービスを導入するなどの効果により、売上高は好調に推移しました。 

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 
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 これらの結果、飲食事業売上高は、前年同期比24.3％増の107億47百万円となりました。 

 営業利益は、前年同期比119.7％増の４億44百万円となりました。 

④その他の事業 

 その他の事業におきましては、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では、事業所稼働率

向上を目指し、夏季に行ったキャンペーンが好評で各施設とも順調に利用者を伸ばしました。12月にもウィンタ

ーキャンペーンを実施し、稼働率向上と外部認知度の向上に努めております。また、孫会社の株式会社ココチケ

アでも、グループホームの入居や高齢者専用賃貸住宅が満室となっており、売上高は好調に推移いたしました。

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きましては、顧客獲得に注力し、概ね計画通り進捗いた

しました。また、健康食品の通信販売事業を営む株式会社エイチエーシーの健康食品販売も計画通り推移いたし

ました。 

 これらの結果、その他の事業売上高は、前年同期比125.3％増の26億38百万円となり、営業利益は98百万円（前

年同期は営業損失49百万円）となりました。 

   

 当第３四半期末の総資産は、連結子会社３社の取得によりのれんが７億90百万円増加する一方、現金及び預金

が21億７百万円、短期貸付金が17億47百万円それぞれ減少し、前期末比11億44百万円減少の454億17百万円とな

りました。 

 負債につきましては、社債が４億73百万円、長期リース債務が４億51百万円それぞれ増加する一方、未払法人

税等が９億29百万円、１年内返済予定借入金が３億84百万円、長期借入金が３億75百万円がそれぞれ減少したこ

と等により、前期末比６億62百万円減少の142億59百万円となりました。 

 純資産につきましては、利益剰余金が５億１百万円減少したこと等により、４億81百万円減少の311億58百万

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46億51百万円となり、前連結会計年度末に比べ21億41百万円の

減少となりました。 

 営業活動の結果得られた資金は29億71百万円となりました。これは主に投資有価証券評価損益が25億20百万

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25億75百万円と増加する一方、法人

税等の支払額21億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42億47百万円となりました。これは主に貸付金の回収による収入34億94百万円

増加する一方、有形固定資産の取得による支出16億42百万円、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20億91百万円、貸付けによる支出19億６百万円などによるも

のであります。 

 財務活動の結果使用した資金は８億65百万円となりました。これは主に短期借入金、長期借入金及び社債によ

る調達により33億28百万円増加する一方、返済及び償還により37億67百万円減少したことなどによるものであり

ます。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

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21年１月９日公表の「投資有価証券評価損の計上ならびに平

成21年３月期業績修正に関するお知らせ」に記載のとおりであり、業績予想は修正しておりません。  
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  該当事項はありません。 

   

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３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が第２四半期連結会計期間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、第２四半期連結会計期間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。 

  

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） 

（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 

（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、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） 

 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、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。  

  

- 3 -



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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 4,723 6,830

受取手形及び売掛金 4,920 4,297

商品 656 644

製品 96 84

原材料 58 80

仕掛品 1 0

その他 3,421 4,572

貸倒引当金 △19 △17

流動資産合計 13,859 16,494

固定資産   

有形固定資産 8,079 8,402

無形固定資産   

のれん 5,649 4,859

その他 267 289

無形固定資産合計 5,917 5,148

投資その他の資産   

投資有価証券 5,369 5,732

長期貸付金 5,403 4,569

敷金及び保証金 4,480 4,675

その他 2,325 1,561

貸倒引当金 △72 △65

投資その他の資産合計 17,505 16,473

固定資産合計 31,502 30,024

繰延資産 55 42

資産合計 45,417 46,561
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 3,171 3,083

短期借入金 990 940

未払法人税等 77 1,007

引当金 455 850

その他 4,166 4,132

流動負債合計 8,860 10,013

固定負債   

社債 2,528 2,055

長期借入金 248 624

退職給付引当金 1,481 1,491

その他の引当金 319 284

その他 821 453

固定負債合計 5,398 4,908

負債合計 14,259 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 14,171 14,672

自己株式 △8 △8

株主資本合計 30,989 31,490

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8 42

繰延ヘッジ損益 2 △27

為替換算調整勘定 6 6

評価・換算差額等合計 18 21

少数株主持分 149 127

純資産合計 31,158 31,639

負債純資産合計 45,417 46,561
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 41,298

売上原価 21,137

売上総利益 20,161

販売費及び一般管理費 16,504

営業利益 3,657

営業外収益  

受取利息 130

受取配当金 25

受取賃貸料 169

その他 157

営業外収益合計 483

営業外費用  

支払利息 66

賃貸費用 150

その他 43

営業外費用合計 260

経常利益 3,879

特別利益  

固定資産売却益 21

受取補償金 29

その他 0

特別利益合計 52

特別損失  

固定資産売却損 13

固定資産除却損 73

投資有価証券評価損 2,520

賃貸借契約解約損 140

その他 19

特別損失合計 2,768

税金等調整前四半期純利益 1,163

法人税、住民税及び事業税 595

過年度法人税等 29

法人税等調整額 258

法人税等合計 883

少数株主利益 32

四半期純利益 246
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 1,163

減価償却費 2,139

減損損失 19

のれん償却額 436

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8

賞与引当金の増減額（△は減少） △413

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） △55

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 35

受取利息及び受取配当金 △155

支払利息 66

投資有価証券評価損益（△は益） 2,520

固定資産売却損益（△は益） △7

固定資産除却損 73

売上債権の増減額（△は増加） △276

たな卸資産の増減額（△は増加） 17

仕入債務の増減額（△は減少） 26

未払消費税等の増減額（△は減少） 49

その他 △654

小計 4,977

利息及び配当金の受取額 153

利息の支払額 △60

法人税等の支払額 △2,100

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,971

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 △1,642

投資有価証券の取得による支出 △2,134

投資有価証券の売却による収入 2

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△2,091

子会社株式の取得による支出 △33

貸付けによる支出 △1,906

貸付金の回収による収入 3,494

敷金及び保証金の差入による支出 △189

敷金及び保証金の回収による収入 452

その他 △197

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,247

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 2,130

短期借入金の返済による支出 △2,170

長期借入れによる収入 309

長期借入金の返済による支出 △1,242

社債の発行による収入 889

社債の償還による支出 △355

配当金の支払額 △747

その他 320

財務活動によるキャッシュ・フロー △865

- 4 -



（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,141

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 4,651
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 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。 

  

  該当事項はありません。 

  

  

  

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12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。 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）  

  
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 
 22,408  6,245  10,032  2,613  41,298  －  41,298

(2）セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

 2  35  715  24  778  △778  －

計  22,410  6,280  10,747  2,638  42,077  △778  41,298

営業利益  3,755  839  444  98  5,138  △1,481  3,657

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（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」  

前年同四半期に係る財務諸表 

（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３四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  36,317

Ⅱ 売上原価  17,818

売上総利益  18,499

Ⅲ 販売費及び一般管理費  14,880

営業利益  3,618

Ⅳ 営業外収益  293

Ⅴ 営業外費用  87

経常利益  3,824

Ⅵ 特別利益  225

Ⅶ 特別損失  994

税金等調整前四半期純利益  3,056

税金費用  1,312

少数株主利益  0

四半期純利益  1,743
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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３四半期） 

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３四半期純利益  3,056

減価償却費  1,368

レンタル資産償却費    346

のれん償却費  382

貸倒引当金の増（減）額 △6

賞与引当金の増（減）額 △367

退職給付引当金の増（減）額 △162

役員退職慰労引当金の増（減）額  6

受取利息及び受取配当金 △135

受取賃貸料 △53

支払利息  21

賃貸費用  51

固定資産除却損  42

減損損失  91

投資有価証券評価損  812

営業譲渡益 △162

売上債権の（増）減額    △466

棚卸資産の（増）減額 △147

仕入債務の増（減）額    334

レンタル資産の取得による支出    △473

未払消費税等の増（減）額    22

その他    412

小計    4,973

利息及び配当金の受取額    128

受取賃貸料の受取額    51

利息の支払額    △16

賃貸費用の支払額    △38

法人税等の支払額    △2,577

営業活動によるキャッシュ・フロー    2,520

- 6 -



  

  
前年同四半期

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（百万円）

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 △1,721

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

投資有価証券の売却による収入  10

新規連結子会社の取得による支出 △68

敷金保証金の差入による支出 △49

敷金保証金の返戻による収入  58

貸付けによる支出 △6,992

貸付金の回収による収入  165

営業譲渡による収入  249

その他 △85

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,433

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  1,930

短期借入金の返済による支出 △1,700

長期借入金の返済による支出 △150

社債の発行による収入  974

社債の償還による支出 △75

配当金の支払額 △697

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー  280

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 △5,632

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四半期末残高  6,288
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前年同四半期（平成20年３月期第３四半期） 

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
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      21,738  5,611  8,648  1,170  37,169  △851  36,317

営業費用  17,655  4,844  8,446  1,220  32,166  531  32,698

営業利益（または営業損失）  4,082  767  202  △49  5,002  △1,383  3,618
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