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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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 ％

22年3月期第2四半期 27,674 1.0 1,819 △18.9 1,961 △17.6 580 △18.6

21年3月期第2四半期 27,401 ― 2,242 ― 2,380 ― 712 ―

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

22年3月期第2四半期 23.27 ―

21年3月期第2四半期 28.58 ―

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

22年3月期第2四半期 45,624 31,960 70.0 1,281.18
21年3月期 49,295 31,833 64.2 1,270.27

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  31,933百万円 21年3月期  31,661百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 13.00 ― 17.00 30.00

22年3月期 ― 13.00

22年3月期 
（予想）

― 17.00 30.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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  有  
 

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 53,650 △1.6 3,860 △18.8 4,100 △18.3 1,650 78.7 66.20
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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、５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） 

(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5月8日に公表いたしました業績予想のうち、通期について本資料において修正しております。 
２．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当たっての注意事項等につい
て、及び上記１．に係る業績予想の具体的修正内容は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 24,931,500株 21年3月期  24,931,500株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  6,259株 21年3月期  6,159株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 24,925,302株 21年3月期第2四半期 24,925,235株
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  当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日までの６ヶ月間）におけるわが国経済は、世

界的な金融危機を契機とする景気低迷から回復の兆しが一部に見られたものの、企業収益や設備投資が減少したほ

か、雇用情勢の悪化は続き、個人消費の改善も図れず依然として厳しい状況で推移いたしました。 

このような経済環境の下、当社グループは、主力事業のＯＣＳ事業とレンタル事業の新たな組織体制のもと、市

場・地域特性に応じたきめ細かいエリアマーケティングを展開いたしました。また、顧客へのサービスの充実と生産

性の向上を図るとともに、当社のネットワーク営業を 大限に発揮し、顧客獲得に注力いたしました。 

ＯＣＳ事業につきましては、景気悪化の影響を背景に、オフィスにおけるコーヒー飲料の消費停滞が続く中、冷

夏の影響も加わりアイスコーヒーや清涼飲料の販売が低迷するなど、厳しい状況の中で推移いたしました。 

レンタル事業につきましては、全国チェーン展開を行う顧客を新たに獲得するとともに、営業拠点を拡大するな

ど、引き続き好調に推移いたしました。 

飲食事業につきましては、景気の先行きに対する不透明感から、個人消費の低迷や低価格志向が広がり、さらに

新型インフルエンザや冷夏長雨などの影響もあり、各店舗において集客が低迷するなど依然厳しい状況が続きまし

た。 

その他の事業につきましては、各事業とも概ね計画通り推移いたしました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の経営成績につきましては、売上高は前年同期比1.0％増の276億74百

万円となりました。 

営業利益は、ＯＣＳ事業の売上高が減少したことなどにより、前年同期比18.9％減の18億19百万円、経常利益は

前年同期比17.6％減の19億61百万円となりました。また、四半期純利益は、投資有価証券評価損３億25百万円、関係

会社株式売却損１億68百万円を計上したことなどにより、前年同期比18.6％減の５億80百万円となりました。 

  

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、９事業部から12事業部へ再編し新体制のもと、きめ細かいエリアマーケティングと

顧客へのサービスの充実を図りました。コーヒー売上高につきましては、今期に投入した新商材「有機栽培アイス

コーヒー」を積極的に拡販いたしましたが、景気の悪化を受けたオフィスにおけるコーヒー飲料の消費低迷や冷夏

などの影響により、コーヒー売上高は減少いたしました。 

  コーヒーサーバーの稼働台数は、新規契約は前年同期比横ばいでしたが、解約の増加により減少いたしました。

ティーサーバーやウォーターサーバーにつきましては、稼動台数は順調に増加いたしました。 

 これらの結果、ＯＣＳ事業売上高は、前年同期比5.7％減の139億42百万円となりました。 

 営業利益は、前年同期比18.9％減の19億86百万円となりました。 

 なお、サーバー稼動台数は、コーヒーサーバー158,456台（前期末比2,180台減）、ティーサーバー36,635台（前

期末比927台増）、ウォーターサーバー10,523台（前期末比839台増）となっております。 

②レンタル事業 

 レンタル事業におきましては、ネットワーク営業力を 大限に活かし、新規顧客の獲得に傾注いたしました。当

期も全国にチェーン展開している顧客を新たに獲得するなど、主要商品であるマット・モップ・空気清浄機等のレ

ンタル契約数も順調に増加いたしました。また、インフルエンザ関連の商品販売が好調に推移しております。事務

機器等のレンタルを行う子会社の株式会社東テレについても、既存顧客との連携を強化するとともに、新規顧客の

開拓を積極的に行うなど、内部体制を再編し顧客の拡大に傾注いたしました。 

 これらの結果、レンタル事業売上高は、レンタル売上高が順調であったことおよび昨年９月に株式会社東テレを

連結したことにより、前年同期比17.6％増の46億19百万円となりました。 

 営業利益は、前年同期比5.7％増の５億47百万円となりました。 

③飲食事業 

 飲食事業におきましては、コーヒー焙煎工場から取引先までの商品鮮度の向上を図るとともに、新規取引先の獲

得に傾注いたしました。また、カフェ事業の収益構造や不採算店舗の見直しを行い、利益体質の構築を図るととも

に、メニューの変更やテイクアウト商品の拡充などを実施いたしました。９月には飲食事業を行うユニマットキャ

ラバン株式会社が保有する株式会社フレッシュネスの全株式を譲渡いたしました。今後はカフェ事業（コーヒーの

焙煎、卸売りを含む）に専念いたします。 

 これらの結果、飲食事業の売上高は、消費不況による売上減少と昨年９月にレストラン事業を業務委託したこと

により、前年同期比20.7％減の59億54百万円となりました。 

 営業利益は、コスト削減に努めた結果、前年同期比61.4％増の３億93百万円となりました。 

④不動産賃貸事業 

 不動産賃貸事業は、本年３月にラピュタアネックスビルおよびシティ山崎ビルを賃貸物件として購入したことに

より売上高は、前年同期比344.4％増の39百万円となり、営業利益は、前年同期比471.6％増の17百万円となりまし

た。 

⑤その他の事業 

 その他の事業におきましては、介護事業を行う株式会社ユニマットケアサポートは既存利用者の満足度を向上す

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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ることでリピート利用者の増加を目指しました。ショートステイやデイサービスでは、季節ごとに食を初めとした

イベントを開催するなど、既存利用者のサービスの充実を図りました。なお、９月に株式会社ユニマットケアサポ

ートが保有する株式会社ココチケアの全株式を譲渡いたしました。 

  健康食品事業におきましては、健康食品の通信販売事業が好調に推移いたしました。また、消費者の購買ニーズ

に応えるための施策を行い、売上高も順調に推移いたしました。 

  調剤薬局事業、企業向け通信費支払代行管理業務等の事業についても、概ね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112.3％増の35億33百万円となりました。 

 営業利益は、前年同期比231.4％増の１億31百万円となりました。  

  

 当第２四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ、現金及び預金が10億16百万円増加する一方、連結子会社２

社を売却したこと等により、のれんが７億40百万円、有形固定資産が10億50百万円、敷金及び保証金が11億23百万円

それぞれ減少し、36億70百万円減少の456億24百万円となりました。 

 負債につきましては、37億97百万円減少の136億63百万円となりました。流動負債で未払法人税等が６億60百万円

増加する一方、支払手形及び買掛金が６億11百万円、短期借入金が７億10百万円それぞれ減少し、固定負債では社債

が15億12百万円、長期借入金が４億17百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。  

 純資産につきましては、１億27百万円増加の319億60百万円となりました。配当金の支払で４億23百万円減少する

一方、四半期純利益５億80百万円により利益剰余金が１億56百万円増加し、子会社の売却等により少数株主持分が１

億44百万円減少したことなどによるものであります。 

  

（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現金同等物は70億79百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億53百万円

の増加となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は33億92百万円の収入（前年同期比

61.5％増）となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益14億４百万円、減価償却費12億96百万円でありま

す。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は53百万円の支出（前年同期比98.4％減）となりました。主なプラス要因

は、貸付金の回収による収入４億43百万円であり、主なマイナス要因は有形固定資産の取得による支出６億74百万円

であります。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は22億86百万円の支出（前年同期比581.9％増）となりました。主な要因

は、社債の償還による支出10億96百万円、配当金の支払により支出４億23百万円であります。 

  

  当第２四半期の連結売上高は概ね計画通りに推移いたしましたが、下期につきましては、連結子会社２社を売却し

たことおよびコーヒー飲料等の消費低迷が長引くことが予想されることから、通期の連結売上高は536億50百万円を

見込んでおります。 

一方、営業利益、経常利益につきましては、売上高の減収分をカバーするべく費用の抑制を実施し、前回公表予

想額とほぼ同額を予想しております。また、当期純利益におきましては、上期において投資有価証券評価損など特別

損失を計上したことにより、16億50百万円を見込んでおります。 

なお、平成21年７月31日の決算短信で発表いたしました通期の連結業績予想との差異は以下の通りであります。 

  

通期連結業績予想（平成21年４月１日～平成22年３月31日） 

                                          （単位：百万円） 

  

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

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（Ａ） 57,170 3,860 4,000 2,050 

今回発表予想（Ｂ） 53,650 3,860 4,100 1,650 

増減額（Ｂ－Ａ） △3,520 － 100 △400 

増減率（％） △6.2 － 2.5 △19.5 

（ご参考） 

前期実績（平成21年３月期） 

  

54,499 

  

4,751 

  

5,015 

  

923 
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 該当事項はありません。  

  

①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。 

②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。  

  

 該当事項はありません。  

  

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）

（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
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,100 6,084

受取手形及び売掛金 4,485 4,951

商品及び製品 920 1,003

原材料及び貯蔵品 284 253

短期貸付金 5,051 1,114

その他 1,556 2,038

貸倒引当金 △48 △76

流動資産合計 19,349 15,369

固定資産   

有形固定資産 9,903 10,953

無形固定資産   

のれん 4,876 5,616

その他 268 280

無形固定資産合計 5,145 5,897

投資その他の資産   

投資有価証券 5,094 5,249

長期貸付金 655 5,056

敷金及び保証金 3,269 4,393

その他 2,220 2,388

貸倒引当金 △22 △65

投資その他の資産合計 11,218 17,022

固定資産合計 26,266 33,873

繰延資産 8 52

資産合計 45,624 49,295
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,443 3,055

短期借入金 1,469 2,179

未払法人税等 917 256

賞与引当金 935 927

その他の引当金 30 20

その他 3,242 4,091

流動負債合計 9,038 10,531

固定負債   

社債 900 2,412

長期借入金 1,465 1,883

退職給付引当金 1,618 1,407

その他の引当金 286 327

その他 355 899

固定負債合計 4,625 6,930

負債合計 13,663 17,461

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 15,004 14,848

自己株式 △8 △8

株主資本合計 31,822 31,666

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 107 △2

繰延ヘッジ損益 1 －

為替換算調整勘定 1 △2

評価・換算差額等合計 111 △4

少数株主持分 26 171

純資産合計 31,960 31,833

負債純資産合計 45,624 49,295
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 27,401 27,674

売上原価 14,205 14,016

売上総利益 13,195 13,657

販売費及び一般管理費 10,953 11,838

営業利益 2,242 1,819

営業外収益   

受取利息 83 92

受取配当金 20 4

受取賃貸料 94 131

その他 96 132

営業外収益合計 294 360

営業外費用   

支払利息 45 73

賃貸費用 81 120

その他 30 24

営業外費用合計 157 218

経常利益 2,380 1,961

特別利益   

固定資産売却益 21 5

関係会社株式売却益 － 24

受取補償金 － 5

その他 0 0

特別利益合計 22 35

特別損失   

固定資産売却損 13 0

固定資産除却損 30 35

関係会社株式売却損 － 168

投資有価証券評価損 528 325

賃貸借契約解約損 118 28

その他 1 33

特別損失合計 692 592

税金等調整前四半期純利益 1,709 1,404

法人税、住民税及び事業税 981 873

過年度法人税等 29 －

法人税等調整額 △15 △115

法人税等合計 995 758

少数株主利益 1 65

四半期純利益 712 580
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 1,709 1,404

減価償却費 1,355 1,296

減損損失 1 0

のれん償却額 272 341

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2 △0

賞与引当金の増減額（△は減少） 32 20

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △18 9

退職給付引当金の増減額（△は減少） △46 210

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 26 △41

受取利息及び受取配当金 △104 △96

支払利息 45 73

投資有価証券評価損益（△は益） 528 325

関係会社株式売却損益（△は益） － 144

固定資産売却損益（△は益） △7 △4

固定資産除却損 30 35

売上債権の増減額（△は増加） 128 89

たな卸資産の増減額（△は増加） △54 29

仕入債務の増減額（△は減少） △148 △225

未払消費税等の増減額（△は減少） 27 25

その他 △714 △152

小計 3,060 3,488

利息及び配当金の受取額 102 95

賃貸料の受取額 － 130

利息の支払額 △44 △76

賃貸費用の支払額 － △65

法人税等の支払額 △1,018 △202

法人税等の還付額 － 23

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,100 3,392

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 △1,263 △674

有形固定資産の売却による収入 － 70

投資有価証券の取得による支出 △2,134 △0

投資有価証券の売却による収入 2 9

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 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

－ △159

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 424

貸付けによる支出 △400 △13

貸付金の回収による収入 2,482 443

敷金及び保証金の差入による支出 △155 △92

敷金及び保証金の回収による収入 345 110

その他 △150 △171

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,364 △53
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

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 1,630 2,490

短期借入金の返済による支出 △1,670 △3,010

長期借入れによる収入 259 180

長期借入金の返済による支出 △1,120 △311

社債の発行による収入 889 －

社債の償還による支出 △255 △1,096

配当金の支払額 △423 △423

その他 355 △115

財務活動によるキャッシュ・フロー △335 △2,286

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,599 1,053

現金及び現金同等物の期首残高 6,793 6,026

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,193 7,079
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 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 （注） 事業区分の方法の変更 

当第２四半期連結累計期間  

 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、「その他の事業」に含まれていた「不動産賃貸事業」において、賃貸不動産を取得したこ

とにより、「不動産賃貸事業」の資産の金額的重要性が増したため、区分掲記いたしました。 

 なお、前第２四半期連結累計期間における「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、営業利益３百万円であります。 

  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年９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。  

  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年９月30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。 

  

 該当事項はありません。  

（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〕

  
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 
 14,780  3,900  7,063  1,656  27,401  －  27,401

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 1  25  447  16  491  △491  －

計  14,781  3,926  7,511  1,673  27,893  △491  27,401

営業利益  2,450  517  243  42  3,254  △1,011  2,242

  
ＯＣＳ事業 
（百万円） 

レンタル
事業 

（百万円）

飲食事業
（百万円）

不動産
賃貸事業 
（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 
 13,938  4,600  5,594  37  3,502  27,674  －  27,674

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 3  18  359  2  30  414  △414  －

計  13,942  4,619  5,954  39  3,533  28,088  △414  27,674

営業利益  1,986  547  393  17  131  3,076  △1,256  1,819

〔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
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