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

22年3月期第3四半期 40,633 △1.6 2,819 △22.9 3,022 △22.1 1,101 346.5
21年3月期第3四半期 41,298 ― 3,657 ― 3,879 ― 246 ―

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3四半期 44.19 ―

21年3月期第3四半期 9.90 ―

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3四半期 46,244 32,219 69.6 1,291.55
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3四半期  32,191百万円 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  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 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 

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。 

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3四半期 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3四半期  6,370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3四半期 24,925,269株 21年3月期第3四半期 24,925,274株
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当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日までの９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後退から一部に回復の兆しが見られるものの、企業収益の低迷や設備投資の減少、

雇用情勢の悪化や個人消費の低迷など、極めて厳しい状況のまま推移いたしました。 

このような経済環境の下、当社グループは、事業ごとの施策を継続的に取り組むとともに、業績の拡大を目指すべ

く、新たな顧客獲得に向けた積極的な営業展開と既存顧客へのより一層のサービスの向上を推進いたしました。 

ＯＣＳ事業につきましては、新規顧客の契約が前年を上回るなど回復の兆しは見えつつも、既存顧客におけるコー

ヒー飲料等の消費が減少するなど、厳しい状況が続きました。 

レンタル事業につきましては、企業の統廃合や値下げ要請など景気悪化の影響が一部で見られましたが、上期に全

国チェーン展開を行う顧客との契約が牽引し、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、雇用・所得環境の悪化により、個人の消費低迷や低価格志向が続くなど、依然として厳

しい状況が続きました。 

その他につきましては、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３四半期連結累計期間の経営成績につきましては、売上高はコーヒー飲料等の消費低迷により

ＯＣＳ事業の売上高が減少したことや９月に連結子会社２社を売却したことなどにより、前年同期比1.6％減の406億

33百万円となりました。 

営業利益は、在庫機の有効活用などのコスト削減を徹底いたしましたが、ＯＣＳ事業の売上高が減少したことなど

により、前年同期比22.9％減の28億19百万円、経常利益は前年同期比22.1％減の30億22百万円となりました。また、

四半期純利益は、投資有価証券評価損の減少などにより、前年同期比346.5％増の11億１百万円となりました。 

  

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、顧客の要望に迅速に対応するため、きめ細かいエリアマーケティングの徹底と新規

顧客への積極的なアプローチによる契約の拡大を目指しました。コーヒー売上高につきましては、冬季におけるコ

ーヒー需要を掘り起こし、「有機栽培コーヒー」など安全で高品質な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が続き、コーヒー売上高は減少いたしました。また、

お茶や水などの健康志向の飲料もサーバーの稼動台数は増加しつつも、消費量の落ち込みから売上高が減少いたし

ました。 

これらの結果、ＯＣＳ事業売上高は、前年同期比5.8％減の211億７百万円となりました。 

営業利益は、前年同期比18.1％減の30億77百万円となりました。 

なお、サーバー稼動台数は、コーヒーサーバー158,038台（前期末比2,598台減）、ティーサーバー37,023台（前

期末比1,315台増）、ウォーターサーバー10,637台（前期末比953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、当社のネットワーク営業を 大限に活かしつつ、新規顧客の獲得に傾注いたしま

した。また、10月には販売網の強化と顧客へのサービスの充実を図るため、神奈川県藤沢市に営業所を開設いたし

ました。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きましても、当社との営業面における連携を強

化し新規顧客の獲得に傾注し、さらに社内コストや物流在庫の見直しを図り、利益の獲得を目指しました。 

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前期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12.1％増の70億43百万円となりました。 

営業利益は、前年同期比2.0％増の８億56百万円となりました。 

  

③飲食事業 

飲食事業におきましては、コーヒー焙煎事業では、リテール営業課を新設するなど新規取引先の獲得に傾注いた

しました。また、カフェ事業では、クリスマス・年末年始に向けケーキ、フリーギフト等の販売促進に注力すると

ともに、不採算店舗の見直しを行い、利益体質の構築を図りました。 

しかしながら、飲食事業の売上高は、消費低迷による売上高減少と９月に株式会社フレッシュネスの株式を売却

したこと、前期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27.2％減の78億26百万円となりまし

た。 

営業利益は、コスト削減に努めた結果、前年同期比10.1％増の４億89百万円となりました。 

  

④不動産賃貸事業 

不動産賃貸事業におきましては、売上高は、前年同期比376.5％増の64百万円となりました。なお、不動産取得

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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税など一時費用を計上したことなどにより営業損失６百万円（前年同期は６百万円の営業利益）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では、デイサービスやショート

ステイのトレーニング・入浴・食事の３本柱を充実させ、新規契約の増加と利用者の満足度の向上を図りました。

グループホームにつきましても、地域に開かれた誠実なホーム運営が好評を得ており、ほぼ満床に近い状態で推移

しております。 

健康食品事業におきましては、健康食品の通信販売、百貨店での店舗販売が好調に推移しており、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101.0％増の52億76百万円となりました。 

営業利益は、前年同期比158.2％増の２億37百万円となりました。  

  

 当第３四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ、30億50百万円減少の462億44百万円となりました。現金及

び預金が18億46百万円増加する一方、連結子会社２社を売却したことなどで、のれんが８億98百万円、有形固定資産

が11億39百万円、敷金及び保証金が11億16百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。 

 負債につきましては、34億36百万円減少の140億25百万円となりました。流動負債で未払法人税等が３億34百万円

増加する一方、短期借入金が７億20百万円、賞与引当金が４億44百万円、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４億25百万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、３億85百万円増加の322億19百万円となりました。配当金の支払で７億47百万円減少する

一方、四半期純利益11億１百万円により利益剰余金が３億53百万円増加したことや、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79億10百万円となり、前連結会計年度末に比べ18億84百万円

の増加となりました。 

 当第３四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47億30百万円の収入（前年同期比

59.2％増）となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益23億77百万円、減価償却費19億57百万円でありま

す。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は１億94百万円の支出（前年同期比95.4％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５億85百万円であり、主なマイナス要因は有形固定資産の取得による支出９億35百

万円であります。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は26億52百万円の支出（前年同期比206.5％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７億47百万円であります。 

  

 平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年10月30日公表の「平成22年３月期 第２四半期決算短信」に

記載のとおりであり、業績予想に変更はありません。 

  

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
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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３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,930 6,084

受取手形及び売掛金 4,934 4,951

商品及び製品 907 1,003

原材料及び貯蔵品 266 253

短期貸付金 5,049 1,114

その他 1,286 2,038

貸倒引当金 △45 △76

流動資産合計 20,328 15,369

固定資産   

有形固定資産 9,813 10,953

無形固定資産   

のれん 4,717 5,616

その他 258 280

無形固定資産合計 4,976 5,897

投資その他の資産   

投資有価証券 5,138 5,249

長期貸付金 506 5,056

敷金及び保証金 3,277 4,393

その他 2,213 2,388

貸倒引当金 △17 △65

投資その他の資産合計 11,118 17,022

固定資産合計 25,908 33,873

繰延資産 7 52

資産合計 46,244 49,295
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,692 3,055

短期借入金 1,459 2,179

未払法人税等 590 256

賞与引当金 482 927

その他の引当金 21 20

その他 4,001 4,091

流動負債合計 9,248 10,531

固定負債   

社債 900 2,412

長期借入金 1,458 1,883

退職給付引当金 1,727 1,407

その他の引当金 296 327

その他 394 899

固定負債合計 4,776 6,930

負債合計 14,025 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 15,201 14,848

自己株式 △8 △8

株主資本合計 32,019 31,666

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 172 △2

繰延ヘッジ損益 1 －

為替換算調整勘定 △2 △2

評価・換算差額等合計 172 △4

少数株主持分 27 171

純資産合計 32,219 31,833

負債純資産合計 46,244 49,295
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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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 41,298 40,633

売上原価 21,137 20,271

売上総利益 20,161 20,361

販売費及び一般管理費 16,504 17,542

営業利益 3,657 2,819

営業外収益   

受取利息 130 133

受取配当金 25 8

受取賃貸料 169 159

その他 157 182

営業外収益合計 483 485

営業外費用   

支払利息 66 97

賃貸費用 150 146

その他 43 37

営業外費用合計 260 282

経常利益 3,879 3,022

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 29 5

その他 0 0

特別利益合計 52 35

特別損失   

固定資産売却損 13 1

固定資産除却損 73 48

関係会社株式売却損 － 168

投資有価証券評価損 2,520 388

賃貸借契約解約損 140 38

その他 19 33

特別損失合計 2,768 679

税金等調整前四半期純利益 1,163 2,377

法人税、住民税及び事業税 595 1,146

過年度法人税等 29 －

法人税等調整額 258 63

法人税等合計 883 1,210

少数株主利益 32 66

四半期純利益 246 1,101

- 6 -



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 2,377

減価償却費 2,139 1,957

減損損失 19 0

のれん償却額 436 499

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8 △8

賞与引当金の増減額（△は減少） △413 △432

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △18 0

退職給付引当金の増減額（△は減少） △55 320

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 35 △31

受取利息及び受取配当金 △155 △142

支払利息 66 97

投資有価証券評価損益（△は益） 2,520 388

関係会社株式売却損益（△は益） － 144

固定資産売却損益（△は益） △7 △3

固定資産除却損 73 48

売上債権の増減額（△は増加） △276 △354

たな卸資産の増減額（△は増加） 17 60

仕入債務の増減額（△は減少） 26 13

未払消費税等の増減額（△は減少） 49 48

その他 △654 408

小計 4,977 5,393

利息及び配当金の受取額 153 141

賃貸料の受取額 － 158

利息の支払額 △60 △84

賃貸費用の支払額 － △69

法人税等の支払額 △2,100 △834

法人税等の還付額 － 24

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,971 4,730

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 △935

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

子会社株式の取得による支出 △33 －

貸付けによる支出 △1,906 △15

貸付金の回収による収入 3,494 585

敷金及び保証金の差入による支出 △189 △106

敷金及び保証金の回収による収入 452 119

その他 △197 △187

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,247 △194
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（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 2,130 2,490

短期借入金の返済による支出 △2,170 △3,020

長期借入れによる収入 309 180

長期借入金の返済による支出 △1,242 △318

社債の発行による収入 889 －

社債の償還による支出 △355 △1,096

配当金の支払額 △747 △747

その他 320 △139

財務活動によるキャッシュ・フロー △865 △2,652

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,141 1,884

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 4,651 7,910
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 該当事項はありません。 

  

前第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） 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

 （注） 事業区分の方法の変更 

当第３四半期連結累計期間  

 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３四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13

百万円、営業利益６百万円であります。 

  

前第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）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21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。  

  

前第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）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21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。 

  

 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 
 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

  
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 
 21,102  7,015  7,254  61  5,199  40,633  －  40,633

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 4  27  572  3  77  685  △685  －

計  21,107  7,043  7,826  64  5,276  41,319  △685  40,633

営業利益  3,077  856  489  △6  237  4,654  △1,835  2,819

〔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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