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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第34期中 第35期中 第36期中 第34期 第35期

会計期間

自平成17年
10月１日
至平成18年
３月31日

自平成18年
10月１日
至平成19年
３月31日

自平成19年
10月１日
至平成20年
３月31日

自平成17年
10月１日
至平成18年
９月30日

自平成18年
10月１日
至平成19年
９月30日

売上高 (千円) － 9,864,414 11,916,253 16,917,077 20,727,249

経常利益又は経常損失

(△)
(千円) － 29,712 △217,043 180,865 △34,500

中間（当期）純利益又は

中間（当期）純損失(△)
(千円) － △414,192 △825,749 793,959 △612,500

純資産額 (千円) 8,695,856 9,549,537 8,053,001 10,075,795 9,245,206

総資産額 (千円) 18,477,170 21,979,668 20,631,241 21,649,648 22,437,447

１株当たり純資産額 (円) 1,269.50 1,387.36 1,176.26 1,463.93 1,350.28

１株当たり中間（当期）

純利益又は中間（当期)

純損失(△)

(円) － △60.48 △120.61 115.91 △89.45

潜在株式調整後１株当た

り中間（当期）純利益
(円) － － － － －

自己資本比率 (％) 47.1 43.2 39.0 46.3 41.2

営業活動による

キャッシュ・フロー
(千円) － △2,357 △1,122,581 1,905,137 △423,615

投資活動による

キャッシュ・フロー
(千円) － 329,018 △235,955 △1,472,165 5,355

財務活動による

キャッシュ・フロー
(千円) － 525,740 24,737 967,686 450,639

現金及び現金同等物の中

間期末（期末）残高
(千円) － 2,943,871 791,884 2,088,258 2,135,107

従業員数

［外、平均臨時雇用者

数］

(人)
195

[175]

234

[318]

305

[527]

234

[249]

255

[377]

　（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり中間（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。

３．第34期中間連結会計期間末が子会社株式のみなし取得日となり、中間財務諸表のうち中間貸借対照表のみが

連結対象となるため、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書は作

成しておりません。そのため、売上高、経常利益又は経常損失、中間純利益又は中間純損失、１株当たり中間純

利益又は中間純損失、潜在株式調整後１株当たり中間純利益、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の中間期末（期末）

残高については記載しておりません。

 　　　 ４．第34期より、「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。
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 (2)提出会社の経営指標等

回次 第34期中 第35期中 第36期中 第34期 第35期

会計期間

自平成17年
10月１日
至平成18年
３月31日

自平成18年
10月１日
至平成19年
３月31日

自平成19年
10月１日
至平成20年
３月31日

自平成17年
10月１日
至平成18年
９月30日

自平成18年
10月１日
至平成19年
９月30日

売上高 (千円) 8,252,134 9,376,679 10,909,814 16,712,738 19,465,196

経常利益 (千円) 189,384 234,022 8,491 539,769 395,024

中間（当期）純利益又は

中間（当期）純損失(△)
(千円) 83,156 △327,623 △468,115 60,148 △398,876

持分法を適用した場合の

投資損益
(千円) △3,234 － － － －

資本金 (千円) 2,711,500 2,711,500 2,711,500 2,711,500 2,711,500

発行済株式総数 (株) 6,869,200 6,869,200 6,869,200 6,869,200 6,869,200

純資産額 (千円) 10,142,140 9,578,884 8,615,414 10,021,697 9,451,983

総資産額 (千円) 19,662,780 20,692,659 19,679,743 21,117,668 21,317,755

１株当たり純資産額 (円) 1,480.65 1,398.88 1,258.41 1,463.33 1,380.48

１株当たり中間(当期)純

利益又は中間(当期)純損

失(△)

(円) 12.14 △47.84 △68.37 8.78 △58.25

潜在株式調整後１株当た

り中間（当期）純利益
(円) － － － － －

１株当たり配当額 (円) 12.50 12.50 12.50 25.00 25.00

自己資本比率 (％) 51.6 46.3 43.8 47.5 44.3

営業活動による

キャッシュ・フロー
(千円) 671,267 － － － －

投資活動による

キャッシュ・フロー
(千円) △1,499,517 － － － －

財務活動による

キャッシュ・フロー
(千円) 530,661 － － － －

現金及び現金同等物の中

間期末（期末）残高
(千円) 385,775 － － － －

従業員数

[外、平均臨時雇用者数]
(人)

174

[92]

176

[97]

183

[106]

179

[94]

184

[100]

　（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

 　　　 ３．第34期中間連結会計期間末が子会社株式のみなし取得日となり、第34期連結会計年度より連結損益計算書、

　　　　　　連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。そのため、持分法適用した場合の投資損益、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

　　　　　　金及び現金同等物の中間期末（期末）残高については記載しておりません。

 　　　 ４．第34期より、「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。
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２【事業の内容】

 　当企業集団は、当社、子会社5社及び関連会社6社で構成されております。

当社グループの事業の系統図は、次のとおりであります。
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３【関係会社の状況】

　当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。

名称 住所
資本金

(百万円) 主要な事業の内容
議決権の所
有割合
（％）

関係内容

（連結子会社） 　 　 　  　

上海緑一企業有限公司 中国上海市
530万米ド

ル

パルプモールド

カップ製品の製造

販売

100.0 役員の兼任4名

（注） （1） 上記以外に、当社の議決権の所有割合51％子会社である右?珈琲（上海）有限公司がありますが、事業の及

ぼす影響度が微小でありますので割愛しております。

（2） 株式会社トラベルカフェは平成19年11月11日付で株式会社インストアメディア社に商号変更を行っており

ます。また、株式会社ツーリズム・マーケティング・ジャパンは、平成19年11月11日付で株式会社トラベルカフェ

に商号変更を行っております。

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年３月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人）

コーヒー関連事業 182 ［106］

飲食関連事業 62 ［421］

コーヒー関連以外の仕入商材販売事業 1 ［－］

その他の事業 60 [－]

合計 305 ［527］

　（注）１．従業員数は、就業人員であります。

２．従業員数欄の［外数］は、臨時雇用者（顧問、派遣社員及びパートタイマー）の当中間連結会計期間の平均

人員であります。

　　　　３．その他の事業は、上海緑一企業有限公司であり、従業員数の大きな変更は、これによるものであります。

(2）提出会社の状況

　 平成20年３月31日現在

従業員数（人） 183 ［106］

　（注）１．従業員数は、就業人員であります。

２．従業員数欄の［外数］は、臨時雇用者（顧問、派遣社員及びパートタイマー）の当中間会計期間の平均人員

であります。

(3）労働組合の状況

　労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円滑に推移しております。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

　当中間連結会計期間におけるレギュラーコーヒー業界は、主原料であるコーヒー生豆の国際相場が、期初（平成19年

10月1日）に1ポンド当たり134.85セントでスタートいたしましたが、平成19年11月上旬に1ポンド当たり118.90セント

の安値を付けた後、上昇に転じ、平成20年3月上旬に1ポンド当たり165.40セントをつけました。この間の上昇率は約

40％でした。その後、急激な下落に転じ、中間連結会計期間末（平成20年3月31日）に1ポンド当たり127.40セントをつ

け、平成20年3月だけで約23％の下落となり、非常に激しい値動きを示しました。為替相場も同様で、当社の第1四半期

の間は1ドル当たり115円から110円の水準で推移しておりましたが、平成20年1月以降、徐々に円高ドル安が進行し、平

成20年3月中旬には1ドル当たり97円台をつけるなど、急激な円高ドル安が進行いたしました。この結果、コーヒー生豆

の国際相場と為替相場が共に非常に激しい値動きを示した状況となり、コーヒー生豆仕入れのオペレーションが非常

に難しい状況となりました。加えて原油価格の高騰等の影響を受け、主力のコーヒー製品の製造コスト上昇とコー

ヒー関連資材の仕入れコストの上昇により、原価率の上昇を余儀なくされました。

＜ご参考＞

○ ニューヨーク　コーヒー定期市場 ～ 期近物の月間数値　　　　　　　　　　　（単位：セント／1ポンド）

　 19年10月 19年11月 19年12月 20年1月 20年2月 20年3月

高値 139.03 125.95 136.20 138.15 165.00 165.40

安値 120.60 118.90 125.90 131.30 139.10 127.40

平均 129.49 122.76 130.86 134.61 152.15 143.27

○ 為替相場 ～ US$／円     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

　 19年10月 19年11月 19年12月 20年1月 20年2月 20年3月

高値 117.59 114.84 114.34 109.81 108.30 104.04

安値 114.14 107.30 109.73 106.01 103.85 97.39

平均 115.88 110.90 112.43 107.68 107.10 100.73

　

　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

　

（コーヒー関連事業）

　「コーヒー関連事業」につきましては、当社神奈川総合工場（神奈川県愛甲郡愛川町）を戦略基地として、工業用

コーヒー、業務用コーヒー、家庭用コーヒーのあらゆる分野におきまして、「提案型営業」の推進により、新規取引先

の開拓と既存取引先の深耕化を図りました。

　工業用コーヒーの分野におきましては、主力の缶コーヒー向けの販売とチルドカップ・ペットボトル向けの販売が

好調に推移し、売上高が拡大いたしました。引続きコーヒー生豆の国際相場が高値水準で推移しているため、製品価格

も上昇し、当中間連結会計期間の売上高は65億19百万円（前年同期比22.7%増）となりました。

　業務用コーヒーの分野におきましては、コーヒー生豆と焙煎にこだわった高品質・高付加価値製品の販売促進を行

うとともに、コーヒーショップチェーン・ファミリーレストランチェーン・ファーストフードチェーンを対象とした

新規取引先開拓により売上高を拡大いたしました。この結果、当中間連結会計期間の売上高は13億1百万円（前年同期

比6.8%増）となりました。

　家庭用コーヒーの分野におきましては、業務用コーヒーと同様に、コーヒー生豆と焙煎にこだわった高品質・高付加

価値製品の販売促進を行いましたが、価格競争が厳しく、製造コストの上昇に見合った値上げが厳しい状況となりま

した。この結果、当中間連結会計期間の売上高は4億23百万円（前年同期比15.7%減）となりました。

　コーヒー及びコーヒー加工品、エキス商品等の商品売上の分野におきましては、レギュラーコーヒー製品と同様に

コーヒー生豆の国際相場が高値水準で推移したため、仕入れコストの上昇に見合った値上げの実施と「健康・安心・

安全」をテーマとしたコーヒー関連商材の販売に注力し、当中間連結会計期間の売上高は12億95百万円（前年同期比

35.5%増）となりました。

　以上の結果、当中間連結会計期間の「コーヒー関連事業」の売上高は95億40百万円（前年同期比19.4%増）、その営

業利益は1億62百万円（前年同期比22.0％増）となりました。 
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（飲食関連事業）

　「飲食関連事業」につきましては、当社グループは連結子会社である株式会社インストアメディア社とその子会社

である株式会社トラベルカフェ、株式会社ＴＣＢ、及び関連会社である大連欧米奇珈琲有限公司を通しての事業であ

ります。

　株式会社インストアメディア社におきましては当中間連結会計期間に直営店2店舗、FC店3店舗の合計5店舗を出店す

る一方で、不採算の直営店4店舗とFC店1店舗を閉鎖したため、平成20年3月31日現在、直営店20店舗、FC店8店舗、業務委

託店1店舗の合計29店舗となりました。今後も不採算店舗の黒字化を第一の課題とし、収益改善策を進めてまいりま

す。一方、中国本土でのコーヒーショップチェーンを展開する大連欧米奇珈琲有限公司は、平成20年3月31日現在、直営

店8店舗を出店しており、今後はFC店の出店を加速してまいります。

　以上の結果、当中間連結会計期間の「飲食関連事業」の売上高は10億47百万円（前年同期比103.1%増）、その営業損

失は2億35百万円（前年同期の営業損失は1億91百万円）となりました。

　

（コーヒー関連以外の仕入商材販売事業）

　「コーヒー関連以外の仕入商材販売事業」につきましては、茨城県と埼玉県を拠点とする食品スーパーマーケット

へ食品などの仕入商材を販売する業務を行っております。当中間連結会計期間の「コーヒー関連以外の仕入商材販売

事業」の売上高は13億28百万円（前年同期比2.2%減）、その営業利益は9百万円（前年同期比42.2%減）となりまし

た。

                                                        （単位：百万円） 

事　業　別 売　上　高

コーヒー関連事業

工業用コーヒー 6,519

業務用コーヒー 1,301

家庭用コーヒー 423

コーヒー及びコーヒー加工品、エキス商品等 1,295

小　　計　 9,540

 飲食関連事業 1,047

コーヒー関連以外の仕入商材販売事業 1,328

合　　計 11,916

　

(2）キャッシュ・フロー

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前中間連結会計期間に比べ21億51百

万円減少し、当中間連結会計期間末には7億91百万円となりました。

　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）

　営業活動の結果使用した資金は、11億22百万円（前年同期は2百万円）となりました。これは、売上債権の減少2億30

百万円、仕入債務の減少10億47百万円および法人税等の支払額2億35百万円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、2億35百万円（前年同期は3億29百万円の獲得）となりました。これは、貸付金の回

収による収入1億86百万円、有形固定資産の取得および関係会社出資金の取得による支出で4億38百万円使用したこと

によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は、24百万円（前年同期は5億25百万円）となりました。これは、短期借入金の増加2億

70百万円、長期借入金の返済および配当金の支払による支出で2億44百万円使用したことによるものであります。
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２【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間

（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前年同期比（％）

コーヒー関連事業（トン） 15,815 114.2

合計（トン） 15,815 114.2

(2）商品仕入実績

　当中間連結会計期間における商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間

（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前年同期比（％）

コーヒー関連事業（千円） 1,230,766 136.8

飲食関連事業（千円） 362,453 273.7

コーヒー関連以外の仕入商材販売事業（千円） 1,311,741 98.0

合計（千円） 2,904,961 122.6

　（注）１．金額は仕入価額によります。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．セグメント間取引については、相殺消去しております。

(3）主要原材料の入手量、使用量及び在庫量

原材料名

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

入手量
（トン）

前年同期比
（％）

使用量
（トン）

前年同期比
（％）

在庫量
（トン）

前年同期比
（％）

コーヒー生豆 15,766 113.5 15,815 114.2 539 84.0

(4）受注状況

　当中間連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

コーヒー関連事業 9,524,168 129.1 341,088 112.7

合計 9,524,168 129.1 341,088 112.7

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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(5）販売実績

　当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間

（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前年同期比（％）

コーヒー関連事業（千円） 9,540,447 119.4

飲食関連事業（千円） 1,047,734 203.1

コーヒー関連以外の仕入商材販売事業（千円） 1,328,072 97.8

合計（千円） 11,916,253 120.8

　（注）１．当中間連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりで

あります。

相手先

前中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

サンカフェ株式会社 3,562,686 36.1 4,782,720 40.1

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．セグメント間取引については、相殺消去しております。

３【対処すべき課題】

１．会社の対処すべき課題

　当社グループを取り巻く環境は、内外の情勢から判断して、引続き厳しい状況が続くことが予想されます。まずは

コーヒー生豆の国際相場が引続き高い水準で推移し、コーヒー生豆仕入コストが上昇したことに加え、原油価格の高

騰に起因した燃料費や包装資材の値上がり等により、コーヒー製品、コーヒー商品の売上原価率の上昇を余儀なくさ

れている状況で、コスト上昇に見合った値上げの実行を引続き推進してまいります。

　当社は、平成17年10月に当社の戦略基地である神奈川総合工場（神奈川県愛甲郡愛川町）の増築工事を完了し、「食

の安全」という最も重要な課題に取組む万全な体制を確立することができました。今後の課題として、当社神奈川総

合工場の稼働率のさらなる向上が挙げられますが、そのためにもコーヒー生豆にこだわり、焙煎にこだわった高品質

・高付加価値のレギュラーコーヒー製品の開発と販売に注力し、工業用コーヒーに続く分野として、特に業務用コー

ヒーの業容拡大に努めてまいります。加えて、ローコストオペレーションの推進により製造コストの低減を実現し、利

益水準の回復を図ってまいります。

　

２．株式会社の支配に関する基本方針について　　

　当社は、平成19年６月28日開催の取締役会において、「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関

する基本方針」（以下、「基本方針」といいます。）、及び「特定の株主又は株主グループによって当社の株式の一定

規模以上の買付行為が行われた場合の対応策（買収防衛策）」（以下、「本施策」といいます。）として、以下のとお

り決議しております。

　なお、平成19年12月21日開催の当社株主総会において、本施策につき株主の皆様のご承認をいただきました。

①　基本方針の内容

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、当社の企業価値及び株主共同の利益

を確保・向上させる者であることが大原則と考えております。

　そして、下記②に述べるような取組みを通して、「コーヒーをコアに人と環境にやさしい企業を目指す」という当

社の経営基本理念と中長期的な経営戦略の具現化により、株主の皆様はもとより、顧客、取引先、従業員、地域社会そ

の他のステークホルダーの信頼に応えていきたいと考えております。

　従いまして、株主を含むステークホルダーとの間で成立している当社の企業価値若しくは株主共同の利益を著し

く毀損すると認められるような者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でなく、そのよう

な者が当社株式の大規模買付や買付提案を行う場合には、当社の企業価値及び株主共同の利益を守る必要があると

考えております。

　そして、

イ．買収の目的やその後の経営方針等に、当社の企業価値若しくは株主共同の利益に対して明白な侵害をもたらす

おそれのある者

ロ．当社株主に株式売却を事実上強制するおそれのある者

ハ．当社に、当該買付に対する代替案を提示するために合理的に必要な期間を十分に与えることのない者
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ニ．当社株主に対して、買付内容を判断するために合理的に必要とされる情報を十分に提供することのない者

ホ．買付の条件等（対価の価額・種類、買付の時期、買付方法の適法性、買付の実行の蓋然性等）が当社の本源的価

値に鑑み不十分又は不適当である者

ヘ．当社企業価値の維持・増大に必要不可欠なステークホルダーとの関係を破壊する意図のある者

等が、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと考えております。

②　当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み

　当社は、「コーヒーをコアに人と環境にやさしい企業を目指す」という経営基本理念のもと、創業以来、最新の焙

煎技術を取り入れた設備を導入し、常に最高の品質を求めて、レギュラーコーヒーの焙煎加工・販売を行ってまい

りました。

　缶コーヒー向けの工業用コーヒーの焙煎加工・販売を主に、業務用コーヒー、家庭用コーヒーの拡販は言うに及ば

ず、人の健康に役立つ様々な機能や成分を有するコーヒー商材や食材の開発等をさらに深め、コーヒーをコアとし

た「コーヒー総合企業」を目指しております。

　当社グループの中長期的な経営戦略として、早期に「売上高500億円を目指した体制づくり」を確立することを目

指し、「コーヒー関連事業」におきましては、第一の柱である工業用コーヒーに続く分野として、業務用コーヒーと

家庭用コーヒーを第二、第三の柱として、その業容拡大に努めております。

　また、国内では連結子会社の株式会社インストアメディア社の運営する「トラベルカフェ」を中心に、海外では中

国本土において現地法人との合弁会社である大連欧米奇珈琲有限公司によるコーヒーショップ事業を「リテール

事業」として推進し、ユニカフェ本体として当該事業をサポートする「リテールサポート事業」を第四の柱として

積極的に展開しております。さらに連結子会社である株式会社インストアメディア社は自社店舗を活用して蓄積し

た店舗の「メディア化」を中核事業として、メディアサービスの面から店舗（リテール）をサポートする事業を中

心に据えてまいります。

　さらに、当社神奈川総合工場に併設されているＲ＆Ｄセンターによる研究・開発の充実化により、「健康・安心・

安全」をテーマとしたオンリーワンの特色のある食材や商材等の開発を進めております。平成20年3月には新しい

コンセプトのコーヒーブリューワーの「グーデリック　プレミエール」を株式会社サタコ（本社：東京都品川区）

と共同開発し、コーヒーショップチェーン店や外食チェーン店に対する販売活動をスタートしてまいります。これ

らオンリーワンの特色のある食材や商材等の販売事業を第五の柱として展開してまいります。

　最後に、中国本土での焙煎事業と昨年11月にＭ＆Ａにて取得したパルプモールド事業を第六の柱として、業容の拡

大に努め、当社グループの「事業の六本柱」として拡大・発展させてまいります。

③　基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取

組み

イ．本施策導入の目的

　当社は、大規模買付行為に応じて当社株券等の売却を行うか否かは、最終的には株主の皆様の判断に委ねられる

べきものであるとし、株主の皆様に大規模買付者からの情報及び当社取締役会からの意見・代替案等の提示を受

ける機会を保証することが、株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを適切に判断するために必要であると

考えております。

　また、当社株主の状況（平成20年３月31日現在）は、２名を除き10％以上保有する株主は存在せず、金融機関、事

業法人及び個人等に幅広く分散しております。そのような中、当社の企業価値若しくは株主共同の利益を著しく

毀損するものと認められる大規模買付行為が行われた場合、事前の対応策がない限り、適正な対抗措置を講じる

ことは困難であると考えております。

　もとより、前述のとおり、当社は、大規模買付行為であっても当社の企業価値・株主共同の利益に資するもので

あるならば、株主の皆様の判断に委ねられるべきものであり、その上で当社の企業理念及び経営戦略をご理解い

ただいた上で適切にご判断いただくべきものと考えております。

　そこで、当社取締役会は、大規模買付行為が上記の考えを具体化した客観的かつ合理的な一定のルールに従って

行われることにより、当社株式に対する買付が行われた際に買付を受け入れるか否かを株主の皆様が判断でき、

あるいは当社取締役会が代替案を提案するために必要となる情報や時間を確保できるものと考え、もって当社の

企業価値、ひいては株主共同の利益の確保、向上に資すると判断し、大規模買付者が従うべき一定のルール（以

下、「大規模買付ルール」といいます。）を設定することとしました。

　ならびに、上記の基本方針に照らして、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でない者と判

断された者が、大規模買付ルールを遵守しないままに大規模買付行為がなされた場合には、当社がとり得る対抗

措置を含めた本施策を導入し、その要件及び内容を平成19年６月28日開催の取締役会にて予め設定するに至った

ものであります。

　なお、本施策は、株主の皆様から幅広くご理解を賜るため、本施策の導入及び平成19年12月21日以降の本施策継

続につきまして、平成19年12月21日開催の第35期定時株主総会において、決議事項として提出し、株主の皆様から

承認を得ております。

ロ．本施策の内容

（A）本施策の概要
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　本施策は、大規模買付者が従うべき大規模買付ルールと、大規模買付行為に対して当社がとり得る大規模買

付対抗措置から構成されています。

　本施策においては、まず、大規模買付ルールとして大規模買付者に対し、株主及び当社取締役会による判断の

ための情報提供、当社取締役会による検討・評価の期間の付与を要請しております。

　次に、当社取締役会が、大規模買付対抗措置として、会社法その他法令及び当社定款によって認められる相当

な対抗措置の発動を決議しうることを前提として、その発動の要件を大規模買付者が大規模買付ルールを遵

守しない場合又は大規模買付行為によって当社グループの企業価値又は株主共同の利益が著しく毀損される

場合に限定することとしました。

（B）大規模買付ルール

　当社取締役会が設定する大規模買付ルールとは、大規模買付者が大規模買付を行おうとする場合に、

・事前に大規模買付者が当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、

・当社取締役会による一定の評価期間を経過した後に大規模買付行為を開始する

という手順に従っていただくことを大規模買付者に要請するものです。

(1) 大規模買付者による意向表明書の提出

　大規模買付者は、大規模買付行為を行おうとする前に、当社代表取締役に対して、

・大規模買付ルールに従う旨の誓約書

・意向表明書

を提出しなければならないものとします。

(2) 大規模買付者による情報の提供

　当社は、上記(1)により大規模買付者から意向表明書を受領した日より10営業日以内に、大規模買付者に対

して、当社株主の判断及び当社取締役会の意見形成のために必要かつ十分な情報（以下、「本必要情報」と

いいます。）にかかる質問書を送付します。大規模買付者は、当該質問書を受領した日から起算して10営業

日以内に当社取締役会宛にその回答書を提出するものとします。

　なお、大規模買付者から提供された本必要情報を精査した結果、当社株主の判断又は当社取締役会の意見

形成のためには不十分であると認められる場合には、当社取締役会が大規模買付者に対して、追加的に情報

提供を求めることができるものとします。

　また、当社取締役会は、株主の判断に必要且つ適切と認められる範囲において、大規模買付者が提出した本

必要情報の全部又は一部を開示することができるものとします。

(3) 当社取締役会における検討及び評価

　当社は、大規模買付者からの本必要情報の提供が完了した場合は、大規模買付者に対してその旨を証する

書面を交付するものとします。当社取締役会は、同書面を交付した日から起算して定める一定の期間（以

下、「取締役会評価期間」といいます。）において、独立委員会の意見、勧告を受け、外部専門家の助言を受

けた上で、大規模買付行為に対する評価・検討等を行い、当該大規模買付行為又は当該大規模買付者の提案

に係る当社取締役会の意見を形成するとともに、大規模買付者との交渉及び協議、株主に対する代替提案の

作成及び提示等を行うものとします。

　また、当社取締役会は、取締役会評価期間内において対抗措置を講じるか否かに関する決定を行うに至ら

ない場合は、独立委員会の了解を得た上で、大規模買付者の買付内容の検討、大規模買付者との交渉、代替案

の作成等に必要とされる範囲内で取締役会評価期間の延長を決定することができます。この場合、当社取締

役会は、取締役会評価期間を延長するに至った理由、延長期間その他適切と認める事項について、当該延長

の決定後速やかに公表します。

（C）独立委員会

　大規模買付行為が大規模買付ルールに従って一連の手続が進行されたか否か、当社の企業価値若しくは株主

共同の利益を著しく毀損するものであることを理由として対抗措置を講じるか否かについては、当社取締役

会が最終的な判断を行いますが、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するための機関とし

て、独立委員会を設置します。

　独立委員会の委員は３名以上とし、会社の経営事項を理解できる社外者が株主には入手困難な企業秘密等の

情報を入手した上で、公正且つ中立な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している

当社社外監査役又は社外有識者の中から選任します。

　当社取締役会は、本必要情報及び本必要情報の取締役会による評価及び分析結果を独立委員会に提供しま

す。

　独立委員会は、取締役会の諮問に基づき、取締役会による評価・分析結果及び外部専門家の意見を参考にし、

また、判断に必要と認める情報等を自ら入手、検討して、大規模買付者が提供する情報が当社取締役会及び当

社株主が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために十分か等について取締役会に意見、勧告します。

　当社取締役会は、独立委員会の意見、勧告を最大限尊重した上で、取締役会評価期間内に、当社取締役会とし

ての意見を取りまとめて公表します。

　また、必要に応じて大規模買付者との間で大規模買付行為に関する交渉及び協議を行い、当社取締役会とし

て、株主に対し、当社グループの経営方針等についての代替提案を提示することとします。
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（D）大規模買付対抗措置

　大規模買付者が大規模買付ルールに定める手続に従うことなく大規模買付行為を行った場合等、下記に述べ

る一定の大規模買付対抗措置の発動要件を満たす場合には、当社取締役会は、新株予約権の発行等、会社法そ

の他の法令及び当社定款によって認められる相当な大規模買付対抗措置を決議できるものとします。

(1) 大規模買付対抗措置の発動要件

　当社取締役会が、具体的な大規模買付対抗措置の発動を決議することができるのは、次の各号に定める要

件を具備する場合に限るものとします。

a.大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合

　以下に掲げる場合は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守していないものとして当社取締役会が判

断し、大規模買付対抗措置の発動を決議することができるものとします。

・大規模買付者が意向表明書を当社取締役会に提出せず、又はその他大規模買付ルールに定める十分な

情報提供を行うことなく大規模買付行為を行った場合

・大規模買付者が取締役会の評価期間が経過する前に大規模買付行為を行った場合

b.大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合

　大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合は、当社取締役会が仮に大規模買付行為に反対の意見

を有するに至ったときでも、当該大規模買付行為について反対意見を表明し、又は当社グループの経営方

針等について当社取締役会としての代替案を提示するに留め、原則として大規模買付対抗措置を講じな

いものとします。大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、株主の皆様において、当該買付提案又は当

社が提示する当該買付提案に対する意見若しくは代替案等をご考慮の上、ご判断いただくものであると

します。

　ただし、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合であっても、客観的根拠及び合理的な判断に

照らし、当該大規模買付行為が当社の企業価値若しくは株主共同の利益を著しく毀損すると判断された

場合には、例外的に、会社法その他法令及び当社定款上認められるあらゆる対抗措置のうち、当社取締役

会がもっとも適切と判断する対抗措置を講じることがあります。

　具体的には、次の各号のいずれかの類型に該当する場合には、当社グループの企業価値若しくは株主共

同の利益を著しく毀損する大規模買付行為に該当するものと考えます。

・「株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすような買収」と判断されるもの

・「強圧的二段階買収」と判断されるもの

・「十分な情報がないなど当該買収提案を判断することが困難」と判断されるもの

・「企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上の原則」に反すると判断されるもの

・「反社会的勢力」との関係があると判断されるもの

(2) 対抗措置を講じる場合の手続

　当社取締役会が、上記大規模買付対抗措置の発動要件を満たしていると判断し、具体的な大規模買付対抗

措置の発動を決議するにあたっては、独立委員会に対して対抗措置を講じることの是非について諮問し、独

立委員会はその是非について意見、勧告を行います。

　これを受け、当社取締役会は、独立委員会の意見、勧告を最大限尊重し、また、外部専門家の助言を受けた上

で、対抗措置を講じるか否かにつき、取締役会評価期間内に速やかに決定します。

　具体的対抗措置として、新株予約権の無償割当を行う場合は、当社取締役会は、議決権割合が一定割合以上

の特殊株主グループに属するものではないことを新株予約権の行使条件としたり、当該行使条件のため新

株予約権の行使が認められない者以外の者が有する新株予約権を当社が取得し、新株予約権１個につき当

社取締役会が別途定める数の普通株式を交付することができる旨の条項を定めるなど、対抗措置としての

効果を勘案した条件等を設けることができるものとします。

(3) 大規模買付対抗措置の停止

　当社が具体的対抗措置を講じることを決定した後、当該大規模買付者が大規模買付行為の撤回又は変更を

行った場合など、対抗措置を講じることが適切でないと当社取締役会が判断した場合には、独立委員会の意

見、勧告を受けた上で、対抗措置を停止することができます。

(4) 本施策の有効期間ならびに継続、廃止及び変更

　本施策の有効期間は、平成19年12月21日から平成20年９月末日までの事業年度に係る定時株主総会（平成

20年12月開催予定）の終結日までとします。

　ただし、上記定時株主総会において、本施策を議案として提出する予定であり、上記定時株主総会により決

議されることを条件として、定時株主総会の終結日に行われる当社取締役会において有効期間をさらに１

年間延長されるものとします。

　なお、本施策につき、上記定時株主総会において出席株主の皆様の議決権の過半数のご承認を得ることが

できない場合は、同総会終了後速やかに本施策を廃止します。

　また、本施策の有効期間満了前であっても、企業価値、ひいては株主共同の利益の確保、向上の観点から、関

係法令等の改正・整備を踏まえ、必要に応じて本施策の見直しを行い、変更する場合があります。

　当社は、本施策が継続、廃止又は変更された場合にはその旨、変更の場合は変更内容を速やかに公表しま
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す。

④　上記③の取組みについての取締役会の判断

イ．当該取組みが基本方針に沿うものであること

　本施策は、上記のとおり、大規模買付者が従うべき大規模買付ルールと、大規模買付行為に対して当社がとりう

る大規模買付対抗措置から構成されており、上記①記載の基本方針に沿うものであると考えております。

ロ．当該取組みが当社の株主の共同の利益を損なうものではないこと

　本施策は、株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、現に当社の経営を担っ

ている当社取締役会の意見を提供し、さらには、株主の皆様が代替案の提示を受ける機会を保証することを目的

としており、これにより、株主の皆様は、十分な情報のもとで、大規模買付行為に応じるか否かについて適切な判

断をすることが可能になり、株主共同の利益を損なうものではなく、むしろ、株主共同の利益の確保につながるも

のであると考えております。

ハ．当該取組みが当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと

　本施策においては、大規模買付対抗措置の発動の要件として、客観的かつ合理的な要件を定めており、発動の要

件に該当するか否かの判断に当社取締役会の恣意的判断の介入する余地を極力排除するものとなっております。

また、当社取締役会が、大規模買付対抗措置の発動要件を満たしていると判断し、具体的な大規模買付対抗措置の

発動を決議するにあたっては、独立委員会に対して対抗措置を講ずることの是非について諮問し、独立委員会の

意見、勧告を最大限尊重し、また、外部専門家の助言を得た上で、決議を行うこととするなど、当社取締役会の判断

の客観性・合理性を担保する措置が講じられているものと考えております。
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４【経営上の重要な契約等】

　当中間連結会計期間において、経営上重要な契約等の決定又は締結等はありません。

５【研究開発活動】

(1）研究開発活動の方針

　当社グループの経営理念は「コーヒーをコアに人と環境にやさしい企業を目指す」であります。当社はコーヒー

を通じて、当社に関わる世界の人々に生きる喜びとロマンと夢を与え、環境にもやさしい製品作りが使命と考えて

おります。広範囲な顧客ニーズに応えるため当社では平成５年に開発研究室を本社に設置し、さらに平成17年には

神奈川総合工場内に、これを発展させてＲ＆Ｄセンターを設立しました。当センターでは独自の技術による付加価

値のある製品を創り出す方針で、多様化・高度化している製品の研究開発を進めております。

(2）研究開発活動の体制及び特徴

　当社グループの研究開発活動は「コーヒーを科学すること」を使命に、コーヒーを核にした基礎研究から製品開

発、及び植物抽出エキスを中心とした新規飲料食品事業確立の推進に取り組んでおります。Ｒ＆Ｄセンターでは食

品の安全衛生と健康に留意し「コーヒーの基礎的研究」「飲料＆食品の開発」の２つをテーマとし、営業・製造部

門相互間の連携により、的確・迅速に市場のニーズが製品開発に反映されるようマーケットインの考え方に立って

開発を推進しております。

(3）研究開発の内容

 １）コーヒーの基礎的研究

・６タイプの焙煎機による風味・品質特徴の研究

・コーヒーの機能性に関する産学協同研究

２）コーヒーの技術開発

　　　　・コーヒー焙煎・抽出など加工法の研究と製品開発

　　　３）製品開発

・コーヒー・茶類飲料の開発及び提案

・エキス製品（植物抽出成分・香り）の開発推進

・原料・製法・製品の研究開発と特許出願

 なお、当中間連結会計期間における研究開発費は92,756千円であります。
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第３【設備の状況】

１【主要な設備の状況】

　当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

２【設備の新設、除却等の計画】

　当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はあり

ません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 20,000,000

計 20,000,000

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在発行
数（株）

(平成20年３月31日)

提出日現在発行数（株）
(平成20年６月17日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 6,869,200 6,869,200
東京証券取引所

（市場第一部）
－

計 6,869,200 6,869,200 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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（４）【発行済株式総数、資本金等の状況】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成19年10月１日～

平成20年３月31日
－ 6,869,200 － 2,711,500 － 2,898,600

　

（５）【大株主の状況】

　 平成20年３月31日現在

氏名又は名称 住所 所有株式数（株）
発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

大武　浩幸 東京都文京区 832,400 12.12

ワタル株式会社 東京都港区西新橋２－11－９ 748,800 10.90

三井物産株式会社 東京都千代田区大手町１－２－１ 184,000 2.68

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１－１－５ 162,500 2.37

美鈴コーヒー株式会社 東京都千代田区麹町４－５　第６麹町ビル 156,000 2.27

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内２－６－３ 156,000 2.27

ユニカフェ・ドリーム会 東京都港区西新橋２－11－９ 151,790 2.21

ワタル不動産株式会社 東京都港区西新橋２－11－９ 126,800 1.85

日本生命保険相互会社
東京都千代田区丸の内１－６－６

日本生命証券管理部内
115,030 1.67

伊藤忠商事株式会社 東京都港区北青山２－５－１ 113,750 1.66

計 － 2,747,070 40.00

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式　   22,900
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式　6,649,500 66,495 －

単元未満株式 普通株式　  196,800 －
１単元（100株）未満

の株式

発行済株式総数 6,869,200 － －

総株主の議決権 － 66,495 －

　（注）　「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が900株含まれております。また、「議決

権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数9個が含まれております。
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②【自己株式等】

　 平成20年３月31日現在

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

株式会社ユニカフェ
東京都港区西新橋

２丁目11番９号
22,900 － 22,900 0.33

計 － 22,900 － 22,900 0.33

２【株価の推移】

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成19年10月 11月 12月 平成20年１月 ２月 ３月

最高（円） 1,600 1,567 1,545 1,499 1,500 1,490

最低（円） 1,550 1,430 1,480 1,360 1,431 1,405

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1）当社の中間連結財務諸表は「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第

24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前中間連結会計期間（平成18年10月１日から平成19年３月31日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則に

基づき、当中間連結会計期間（平成19年10月１日から平成20年３月31日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規則

に基づいて作成しております。

(2）当社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以

下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前中間会計期間（平成18年10月１日から平成19年３月31日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成19年10月１日から平成20年３月31日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しております。

２．監査証明について

　当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成18年10月１日から平成19年３月31日ま

で）の中間連結財務諸表及び前中間会計期間（平成18年10月１日から平成19年３月31日まで）の中間財務諸表につ

いて、並びに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計期間（平成19年10月１日から平成

20年３月31日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成19年10月１日から平成20年３月31日まで）の中

間財務諸表について、優成監査法人により中間監査を受けております。
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１【中間連結財務諸表等】

（１）【中間連結財務諸表】

①【中間連結貸借対照表】

　 　
前中間連結会計期間末
（平成19年３月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年３月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部） 　          

Ⅰ　流動資産 　          

１．現金及び預金 　  2,943,871   791,884   2,135,107  

２．受取手形及び売掛
金

※３  5,311,140   6,252,491   6,471,934  

３．有価証券 ※２  98,109   304,627   156,321  

４．たな卸資産 　  561,837   680,292   621,159  

５．短期貸付金 　  933,975   842,282   920,282  

６．その他 ※２  764,518   529,210   820,532  

貸倒引当金 　  △140,613   △140,094   △147,535  

流動資産合計 　  10,472,839 47.6  9,260,695 44.9  10,977,802 48.9

Ⅱ　固定資産 　          

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物及び構築物 　 3,821,613   3,924,178   3,836,737   

(2）機械装置及び運
搬具

　 588,987   566,230   565,532   

(3）土地 　 1,729,525   1,729,525   1,729,525   

(4）その他 　 143,229 6,283,355 28.7 158,180 6,378,115 30.9 160,340 6,292,136 28.0

２．無形固定資産 　          

(1）のれん 　 173,880   143,093   151,496   

(2）その他 　 118,694 292,574 1.3 154,348 297,441 1.4 85,437 236,933 1.1

３．投資その他の資産 　          

(1）投資有価証券 　 2,470,664   2,202,610   2,334,649   

(2）長期貸付金 　 2,739,835   1,495,540   2,899,042   

(3）破産更生債権等 　 －   1,426,691   1,769   

(4）繰延税金資産 　 －   1,357,526   851,895   

(5）その他 　 1,360,029   768,516   586,123   

貸倒引当金 　 △1,639,631 4,930,898 22.4 △2,555,897 4,694,989 22.8 △1,742,904 4,930,574 22.0

固定資産合計 　  11,506,829 52.4  11,370,546 55.1  11,459,645 51.1

資産合計 　  21,979,668 100.0  20,631,241 100.0  22,437,447 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成19年３月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年３月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部） 　          

Ⅰ　流動負債 　          

１．買掛金 　  4,204,279   3,947,654   4,991,868  

２．短期借入金 ※２  5,650,151   6,037,446   5,581,082  

３．１年以内返済予定
の長期借入金

　  256,907   405,632   363,968  

４．未払法人税等 　  355,299   19,418   238,309  

５．賞与引当金 　  83,292   89,224   90,685  

６．店舗閉鎖損失引当
金

　  －   38,301   －  

７．その他 ※２・４  528,831   805,692   509,263  

流動負債合計 　  11,078,760 50.4  11,343,370 55.0  11,775,178 52.5

Ⅱ　固定負債 　          

１．長期借入金 　  1,094,485   947,962   1,149,108  

２．役員退職慰労引当
金

　  239,885   132,022   250,955  

３．負ののれん 　  －   134,885   －  

４．その他 　  17,000   20,000   17,000  

固定負債合計 　  1,351,370 6.2  1,234,869 6.0  1,417,063 6.3

負債合計 　  12,430,131 56.6  12,578,240 61.0  13,192,241 58.8

　 　          

（純資産の部） 　          

Ⅰ　株主資本 　          

１．資本金 　  2,711,500 12.3  2,711,500 13.1  2,711,500 12.1

２．資本剰余金 　  2,898,600 13.2  2,898,600 14.0  2,898,600 12.9

３．利益剰余金 　  3,941,403 18.0  2,745,038 13.3  3,656,373 16.3

４．自己株式 　  △34,277 △0.2  △36,233 △0.2  △35,346 △0.2

株主資本合計 　  9,517,226 43.3  8,318,904 40.2  9,231,126 41.1

Ⅱ　評価・換算差額等 　          

１．その他有価証券評
価差額金

　  △85,537 △0.4  △53,309 △0.2  △35,818 △0.1

２．繰延ヘッジ損益 　  67,904 0.3  △215,415 △1.0  49,172 0.2

３．為替換算調整勘定 　  362 0.0  2,821 0.0  725 0.0

評価・換算差額等合
計

　  △17,270 △0.1  △265,903 △1.2  14,079 0.1

Ⅲ　少数株主持分 　  49,582 0.2  － －  － －

純資産合計 　  9,549,537 43.4  8,053,001 39.0  9,245,206 41.2

負債純資産合計 　  21,979,668 100.0  20,631,241 100.0  22,437,447 100.0
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②【中間連結損益計算書】

　 　
前中間連結会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 　  9,864,414 100.0  11,916,253 100.0  20,727,249 100.0

Ⅱ　売上原価 　  8,175,486 82.9  9,904,866 83.1  17,065,231 82.3

売上総利益 　  1,688,928 17.1  2,011,387 16.9  3,662,017 17.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,727,534 17.5  2,074,982 17.4  3,682,049 17.8

営業損失 　  38,606 0.4  63,595 0.5  20,031 0.1

Ⅳ　営業外収益 　          

１．受取利息 　 27,868   25,209   58,637   

２．受取配当金 　 1,537   1,235   14,216   

３．有価証券売却益 　 34,507   －   25,175   

４．投資有価証券売却益 　 21,087   －   －   

５．受取家賃 　 31,410   31,996   63,299   

６．投資事業組合利益 　 －   29,975   －   

７．持分法による投資利益 　 16,255   18,031   14,962   

８．デリバティブ利益 　 59,732   －   71,896   

９．その他 　 28,579 220,977 2.2 32,041 138,489 1.2 41,526 289,714 1.4

Ⅴ　営業外費用 　          

１．支払利息 　 42,920   57,976   95,077   

２．投資事業組合損失 　 47,154   －   88,584   

３．有価証券売却損 　 －   16,039   －   

４．投資有価証券売却損 　 －   15,918   17,619   

５．デリバティブ損失 　 －   144,903   －   

６. 融資手数料 　 23,666   －   25,737   

７．その他 　 38,916 152,658 1.5 57,099 291,937 2.5 77,164 304,183 1.5

経常利益又は経常損失
(△) 　  29,712 0.3  △217,043 △1.8  △34,500 △0.2

Ⅵ　特別利益 　          

１．持分変動益 　 26,712   156   27,131   

２．投資有価証券売却益 　 455,099   －   539,319   

３．投資有価証券清算分配
金

　 115,654   －   115,654   

４．役員退職慰労引当金戻
入益

　 －   124,964   －   

５．その他 　 － 597,467 6.1 7,240 132,360 1.1 － 682,105 3.3

Ⅶ　特別損失 　          

１．固定資産売却損 ※２ －   6,028   －   

２．固定資産除却損 ※３ －   7,023   36   

３．減損損失 ※４ －   74,320   －   

４．投資有価証券売却損 　 11,018   －   11,018   

５．貸倒引当金繰入額 　 1,225,693   813,000   1,331,674   

６．貸倒損失 　 51,309   －   51,933   

７．その他 　 19,442 1,307,463 13.3 123,327 1,023,700 8.6 209,568 1,604,231 7.7

税金等調整前中間（当
期）純損失

　  680,283 6.9  1,108,382 9.3  956,626 4.6

法人税、住民税及び事
業税

　 342,912   5,815   372,744   

法人税等調整額 　 △516,336 △173,424 △1.8 △288,448 △282,632 △2.4 △574,621 △201,877 △0.9

少数株主利益 　  △92,666 △0.9  － －  △142,248 △0.7

中間（当期）純損失 　  414,192 4.2  825,749 6.9  612,500 3.0
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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10月１日　至　平成19年３月31日）

　
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年９月30日　残高（千円） 2,711,500 2,898,600 4,438,053 △32,585 10,015,567

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当   △85,607  △85,607

中間純損失   414,192  414,192

持分法適用会社の除外による
剰余金増加高

  3,150  3,150

自己株式の取得    △1,692 △1,692

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）

     

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － △496,649 △1,692 △498,341

平成19年３月31日　残高（千円） 2,711,500 2,898,600 3,941,403 △34,277 9,517,226

　

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘
定

評価・換算差額
等合計

平成18年９月30日　残高（千円） △30,991 41,247 － 10,255 49,971 10,075,795

中間連結会計期間中の変動額       

剰余金の配当      △85,607

中間純損失      414,192

持分法適用会社の除外による
剰余金増加高

     3,150

自己株式の取得      △1,692

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）

△54,546 26,656 362 △27,526 △388 △27,915

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

△54,546 26,656 362 △27,526 △388 △526,257

平成19年３月31日　残高（千円） △85,537 67,904 362 △17,270 49,582 9,549,537
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当中間連結会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年３月31日）

　
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年９月30日　残高（千円） 2,711,500 2,898,600 3,656,373 △35,346 9,231,126

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当   △85,585  △85,585

中間純損失   825,749  825,749

自己株式の取得    △886 △886

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）

     

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － △911,335 △886 △912,222

平成20年３月31日　残高（千円） 2,711,500 2,898,600 2,745,038 △36,233 8,318,904

　

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘
定

評価・換算差額
等合計

平成19年９月30日　残高（千円） △35,818 49,172 725 14,079 － 9,245,206

中間連結会計期間中の変動額       

剰余金の配当      △85,585

中間純損失      825,749

自己株式の取得      △886

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）

△17,491 △264,588 2,096 △279,983  △279,983

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

△17,491 △264,588 2,096 △279,983 － △1,192,205

平成20年３月31日　残高（千円） △53,309 △215,415 2,821 △265,903 － 8,053,001
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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10月１日　至　平成19年９月30日）

　
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年９月30日　残高（千円） 2,711,500 2,898,600 4,438,053 △32,585 10,015,567

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当   △85,607  △85,607

剰余金の配当（中間配当）   △85,594  △85,594

当期純損失   612,500  612,500

持分法適用会社の減少による
増加高

  2,022  2,022

自己株式の取得    △2,761 △2,761

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

― ― △781,679 △2,761 △784,441

平成19年９月30日　残高（千円） 2,711,500 2,898,600 3,656,373 △35,346 9,231,126

　

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
為替換算
調整勘定

評価・換算差額
等合計

平成18年９月30日　残高（千円） △30,991 41,247 － 10,255 49,971 10,075,795

連結会計年度中の変動額       

剰余金の配当      △85,607

剰余金の配当（中間配当）      △85,594

当期純損失      612,500

持分法適用会社の減少による
増加高

     2,022

自己株式の取得      △2,761

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△4,826 7,925 725 3,823 △49,971 △46,147

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△4,826 7,925 725 3,823 △49,971 △830,588

平成19年９月30日　残高（千円） △35,818 49,172 725 14,079 － 9,245,206
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④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

　 　
前中間連結会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

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）純損失
（△）

　 △680,283 △1,108,382 △956,626

減価償却費 　 228,312 237,724 459,501

減損損失 　 － 74,320 －

のれん償却額 　 7,143 8,403 13,746

貸倒引当金の増加額 　 1,259,423 805,552 1,369,618

賞与引当金の増減額(△：減少) 　 △6,096 △1,460 2,963

役員退職慰労引当金の増減額
(△：減少)

　 10,480 △118,932 21,549

店舗閉鎖損失引当金の増加額 　 － 38,301 －

受取利息及び受取配当金 　 △29,405 △26,445 △72,854

為替差損益 　 △3,210 9,422 △4,802

支払利息 　 42,920 57,976 95,077

持分法投資損益 　 △16,255 △18,031 △14,962

固定資産売却損益 　 － 6,028 1

固定資産除却損 　 － 7,023 36

有価証券売却損益 　 △34,507 16,039 △25,175

有価証券評価損益 　 △1,109 27,712 21,114

投資有価証券売却損益 　 △457,586 15,918 △510,681

投資有価証券評価損 　 19,200 79,463 209,324

投資有価証券清算分配金 　 △115,654 － △115,654

株式売却手数料 　 6,499 － －

貸倒損失 　 51,300 － －

投資事業組合損益 　 47,154 △29,975 88,584

デリバティブ損益 　 △59,732 144,903 △71,896

持分変動損益 　 △26,712 △156 △27,131

売上債権の増減額(△：増加) 　 △152,205 230,000 △1,313,643

たな卸資産の増加額 　 △6,615 △28,717 △65,937

その他資産の増減額(△：増加) 　 32,639 － －

仕入債務の増減額(△：減少) 　 76,985 △1,047,119 875,975

未払消費税等の増減額(△：減少) 　 △34,990 264 △22,876

未収消費税等の増減額(△：増加) 　 △16,620 △19,634 4,078

その他負債の増減額(△：減少) 　 69,036 － －

その他 　 － △196,669 △3,853

小計 　 210,107 △836,469 △44,525

利息及び配当金の受取額 　 5,195 10,924 51,838

利息の支払額 　 △39,244 △61,495 △86,695

法人税等の支払額 　 △178,415 △235,540 △344,232

営業活動によるキャッシュ・フロー 　 △2,357 △1,122,581 △423,615
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前中間連結会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

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 　 △417,964 △314,396 △663,129

有形固定資産の売却による収入 　 － 16,760 336

無形固定資産の取得による支出 　 △380 － △4,318

有価証券の取得による支出 　 － △16,039 －

有価証券の売却による収入 　 34,503 － 25,175

投資有価証券の取得による支出 　 △1,020,162 △139,600 △1,591,851

投資有価証券の売却による収入 　 1,540,139 205,740 2,129,801

関係会社株式の売却による収入 　 0 － 5,000

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取
得による支出

　 － △99,178 －

子会社株式の売却による収入 　 － 95,000 －

株式売却手数料 　 △6,499 － －

関係会社出資金の払込による支出 　 － △140,503 －

出資金による支出 　 △10 － －

貸付けによる支出 　 △136,160 △9,999 △305,816

貸付金の回収による収入 　 46,160 186,191 46,806

差入敷金保証金の預入れによる支出 　 △89,332 △45,401 △147,438

差入敷金保証金の回収による収入 　 1,800 11,829 1,800

投資有価証券の清算分配金による収入 　 313,230 － 313,230

デリバティブ決済による収入 　 63,694 31,594 125,780

その他 　 － △17,951 69,979

投資活動によるキャッシュ・フロー 　 329,018 △235,955 5,355

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー 　    

短期借入金の純増減額(△：減少) 　 － 270,000 △150,000

長期借入れによる収入 　 725,500 － 1,000,000

長期借入金の返済による支出 　 △112,136 △159,482 △224,952

自己株式の取得による支出 　 △1,692 △886 △2,761

配当金の支払額 　 △85,930 △84,894 △171,647

財務活動によるキャッシュ・フロー 　 525,740 24,737 450,639

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 　 3,210 △9,422 4,802

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額(△：減少) 　 855,613 △1,343,222 37,182

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 　 2,088,258 2,135,107 2,088,258

Ⅶ　新規連結子会社の現金及び現金同等物の期
首残高

　 － － 9,666

Ⅷ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）残
高

※１ 2,943,871 791,884 2,135,107
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目

前中間連結会計期間

（自　平成18年10月１日

至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年10月１日

至　平成20年３月31日）

前連結会計年度

（自　平成18年10月１日

至　平成19年９月30日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　　　　１社

連結子会社の名称

株式会社トラベルカフェ

(1）連結子会社の数　　　　４社

連結子会社の名称

株式会社インストアメディア

社、株式会社トラベルカフェ、

株式会社ＴＣＢ、上海緑一企業

有限公司

　上海緑一企業有限公司は、平

成19年11月1日の株式(出資持

分)の新規取得に伴い、当中間

連結会計期間より連結子会社

となっております。なお、同社

の期末日をみなし取得日とし

たため、当中間連結会計期間は

中間貸借対照表のみを連結し

ております。

(1）連結子会社の数　　　　３社

連結子会社の名称

株式会社トラベルカフェ、株式

会社ツーリズム・マーケティ

ング・ジャパン、株式会社ＴＣ

Ｂ

株式会社ツーリズム・マー

ケティング・ジャパンは、前連

結会計年度まで連結財務諸表

に及ぼす影響が軽微であるた

め連結の範囲から除いており

ましたが、今後の事業展開を考

慮し、当連結会計年度より連結

範囲に入れております。

　株式会社ＴＣＢは、平成19年1

月19日に設立し、当連結会計年

度より連結範囲に入れており

ます。

　 (2）　　───── (2）連結子会社の商号変更

　株式会社トラベルカフェは平

成19年11月11日付で株式会社

インストアメディア社に商号

変更を行っております。

　また、株式会社ツーリズム・

マーケティング・ジャパンは

平成19年11月11日付で株式会

社トラベルカフェに商号変更

を行っております。

(2）　　─────

　 (3）非連結子会社の名称等

非連結子会社の名称

株式会社ツーリズム・マーケ

ティング・ジャパン、株式会社

ＴＣＢ

（連結の範囲から除いた理

由）

　非連結子会社2社は、小規模で

あり、合計の総資産、売上高、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）等は、いずれも中間連結

財務諸表に重要な影響を及ぼ

していないためであります。

(3）非連結子会社の名称等

非連結子会社の名称

右?珈琲(上海)有限公司

（連結の範囲から除いた理

由）

　非連結子会社1社は、小規模で

あり、合計の総資産、売上高、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）等は、いずれも中間連結

財務諸表に重要な影響を及ぼ

していないためであります。

(3）　　─────
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項目

前中間連結会計期間

（自　平成18年10月１日

至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年10月１日

至　平成20年３月31日）

前連結会計年度

（自　平成18年10月１日

至　平成19年９月30日）

２．持分法の適用に関する事

項

(1）持分適用関連会社の数　５社

持分適用関連会社の名称

サンカフェ株式会社、リーテイ

ルブランディング株式会社、株

式会社コロンブスのたまご、株

式会社プレミアム、大連欧米奇

珈琲有限公司

株式会社プレミアムは当社

の議決権比率において19.4％

ですが、影響度を考慮して当中

間連結会計期間より持分法適

用の範囲に入れております。

　大連欧米奇珈琲有限公司は前

中間連結会計期間まで中間連

結財務諸表に及ぼす影響が軽

微であるため持分法の対象よ

り除いておりましたが、今後の

中国事業展開の重要性を考慮

し、当中間連結会計期間より持

分法適用の範囲に入れており

ます。

　セルフリッチカフェジャパン

株式会社は、当中間連結会計期

間において、当社が所有する株

式をすべて売却したため、持分

法の適用範囲から除外してお

ります。

(1）持分適用関連会社の数　５社

持分適用関連会社の名称

サンカフェ株式会社、リーテイ

ルブランディング株式会社、株

式会社コロンブスのたまご、株

式会社プレミアム、大連欧米奇

珈琲有限公司

　

　

(1）持分適用関連会社の数　５社

持分適用関連会社の名称

サンカフェ株式会社、リーテイ

ルブランディング株式会社、株

式会社コロンブスのたまご、株

式会社プレミアム、大連欧米奇

珈琲有限公司

株式会社プレミアムは当社

の議決権比率において19.4％で

すが、影響度を考慮して当連結

会計年度より持分法適用の範

囲に入れております。

大連欧米奇珈琲有限公司は

前連結会計年度まで連結財務

諸表に及ぼす影響が軽微であ

るため持分法の対象より除い

ておりましたが、今後の中国事

業展開の重要性を考慮し、当連

結会計年度より持分法適用の

範囲に入れております。

セルフリッチカフェジャパ

ン株式会社は、当連結会計年度

において、当社が所有する株式

をすべて売却したため、持分法

の適用範囲から除外しており

ます。

　 (2）持分法を適用していない非連

結子会社２社（株式会社ツー

リズム・マーケティング・

ジャパン、株式会社ＴＣＢ）

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。

(2）持分法を適用していない非連

結子会社１社（右?珈琲(上海)

有限公司）及び、関連会社１社

(PHILIPPINE-JAPAN COFFE E

HOLDING CO.)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。

(2）　　─────

　

　 (3）　　───── (3）債務超過会社に対する持分額

は、債務超過額のうち投資の額

を超える部分については、当該

会社に対する貸付金を減額し

ております。

(3）　　─────

　

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

　連結子会社である株式会社トラベ

ルカフェの中間決算日は６月30日

であるため、12月31日現在の仮決算

日による中間財務諸表を基礎とし

て連結を行っております。

　なお、中間連結決算日との間に生

じ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。

　連結子会社である株式会社インス

トアメディア社、株式会社トラベル

カフェ、株式会社ＴＣＢ及び上海緑

一企業有限公司の中間決算日は６

月30日であるため、12月31日現在の

仮決算日による中間財務諸表を基

礎として連結を行っております。

　なお、中間連結決算日との間に生

じ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。

　連結子会社である株式会社トラベ

ルカフェ、株式会社ツーリズム・

マーケティング・ジャパン、株式会

社ＴＣＢの期末決算日は12月31日

であるため、６月30日現在の仮決算

日による財務諸表を基礎として連

結を行っております。

　なお、連結決算日との間に生じた

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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項目

前中間連結会計期間

（自　平成18年10月１日

至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年10月１日

至　平成20年３月31日）

前連結会計年度

（自　平成18年10月１日

至　平成19年９月30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

①　有価証券

売買目的有価証券

時価法（売却原価は移動

平均法により算定）

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法

①　有価証券

売買目的有価証券

同　　　　左

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法

①　有価証券

売買目的有価証券

同　　　　左

　 その他有価証券

時価のあるもの

中間連結決算日の市場

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）

その他有価証券

時価のあるもの

同　　　　左

その他有価証券

時価のあるもの

連結決算日の市場価格

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）

　

　

時価のないもの

移動平均法による原価

法

　なお、投資事業有限責任

組合及びそれに類する組

合への出資（証券取引法

第２条第２項により有価

証券とみなされるもの）

については、組合契約に規

定される決算報告日に応

じて入手可能な最近の決

算書を基礎とし、持分相当

額を純額で取り込む方法

によっております。

時価のないもの

移動平均法による原価

法

　なお、投資事業有限責任

組合及びそれに類する組

合への出資（金融商品取

引法第２条第２項により

有価証券とみなされるも

の）については、組合契約

に規定される決算報告日

に応じて入手可能な最近

の決算書を基礎とし、持分

相当額を純額で取り込む

方法によっております。

時価のないもの

同　　　　左

　 ②　デリバティブ

時価法

②　デリバティブ

同　　　　左

②　デリバティブ

同　　　　左

　 ③　たな卸資産

総平均法による原価法

③　たな卸資産

同　　　　左

③　たな卸資産

同　　　　左

　 (2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

①　有形固定資産

定率法

　ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備

を除く）については、定額法に

よっております。

　なお、子会社については、定額

法によっております。

　主な耐用年数は次のとおりで

あります。

建物　　　　　　６～50年

機械及び装置　　　　９年

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

①　有形固定資産

同　　　　左

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

①　有形固定資産

同　　　　左

　 　 (追加情報) 

　平成19年度の法人税法の改正

に伴い、平成19年3月31日以前

に取得した有形固定資産につ

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。

　なおこの変更に伴う損益への

影響は軽微であります。

　　─────
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項目

前中間連結会計期間

（自　平成18年10月１日

至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年10月１日

至　平成20年３月31日）

前連結会計年度

（自　平成18年10月１日

至　平成19年９月30日）

　 ②　無形固定資産

定額法

　ただし、自社利用のソフト

ウェアについては、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基

づく定額法によっております。

②　無形固定資産

同　　　　左

　

　

②　無形固定資産

同　　　　左

　

　

　 ③　長期前払費用

定額法

③　長期前払費用

同　　　　左

③　長期前払費用

同　　　　左

　 (3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備え

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

に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同　　　　左

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同　　　　左

　 ②　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備える

ため、支給見込額基準により計

上しております。

②　賞与引当金

同　　　　左

　

②　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備える

ため、翌連結会計年度支給見込

額のうち、当連結会計年度負担

額を計上しております。

　 ③　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づく中間連

結会計期間末現在の支給見積

額を計上しております。

③　役員退職慰労引当金

同　　　　左

③　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づく連結会

計年度末要支給額を計上して

おります。

　 　

　

(追加情報)

　平成20年3月31日開催の取締

役会におきまして、連結財務諸

表提出会社の役員に対する退

職慰労金の内規の改定を決議

し、退職慰労金の算定基礎を変

更いたしました。

　この結果、従来の内規によっ

た場合と比較して、営業損失及

び経常損失が6,031千円減少

し、税金等調整前中間純損失が

130,995千円減少いたしまし

た。

　

　

　 ④　　　─────

　

④　店舗閉鎖損失引当金

　店舗閉鎖による損失に備える

ため、閉鎖予定の各店舗におい

て閉鎖後に見込まれる損失額

を計上しております。

④　　　─────

　

　 (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。

(4）重要なリース取引の処理方法

同　　　　左

　

(4）重要なリース取引の処理方法

同　　　　左
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項目

前中間連結会計期間

（自　平成18年10月１日

至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年10月１日

至　平成20年３月31日）

前連結会計年度

（自　平成18年10月１日

至　平成19年９月30日）

　 (5）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　原則として繰延ヘッジ処理を

採用しております。

　なお、振当処理の要件を満た

している通貨オプションにつ

いては振当処理により、また、

特例処理の要件を満たしてい

る金利スワップについては特

例処理によっております。

(5）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

      同　　　　左

　

(5）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同　　　　左

　

　

　 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…通貨オプショ

ン及び金利ス

ワップ

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…同左

　 ヘッジ対象…原料の輸入に

係る外貨建買

入債務及び予

定仕入取引並

びに借入金の

金利

ヘッジ対象…同左 ヘッジ対象…同左

　 ③　ヘッジ方針

　当社の内部規程に基づき、原

料の輸入に係る為替変動リス

クを軽減する目的で通貨オプ

ション取引を、また資金調達コ

ストを軽減させる目的で金利

スワップ取引を行っておりま

す。

③　ヘッジ方針

同　　　　左

　

③　ヘッジ方針

同　　　　左

　

　 ④　ヘッジ有効性評価の方法

　通貨オプションについては、

ヘッジ手段とヘッジ対象に関

する重要な条件が同一であり、

継続して為替の変動による影

響を相殺又は一定の範囲に限

定する効果が見込まれるため、

ヘッジの有効性の評価は省略

しております。

　また、特例処理によっている

金利スワップについても、ヘッ

ジの有効性の評価を省略して

おります。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同　　　　左

　

　

④　ヘッジ有効性評価の方法

同　　　　左

　

　

　 (6）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(6）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

同　　　　左

(6）その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

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

金及び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

からなっております。

同　　　　左 同　　　　左
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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10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

 ─────

　

 ───── （固定資産の減価償却方法の変更）

　当連結会計年度から法人税法の改正に伴い、

平成19年4月1日以降取得の固定資産について

は改正法人税法に規定する償却方法により、減

価償却費を計上しております。

　なお、この変更に伴う営業損失、経常損失、税

金等調整前当期純損失に与える影響は軽微で

あります。

　　　表示方法の変更

前中間連結会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

───── （中間連結貸借対照表）

　前中間連結会計期間において、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「破産更生債権等」「繰延税金資産」は、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

記しました。

　なお、前中間連結会計期間末の「破産更生債権等」の金額は1,769千

円、「繰延税金資産」の金額は857,707千円であります。

───── （中間連結キャッシュ・フロー計算書）

　前中間連結会計期間まで営業活動によるキャッシュ・フローの区分

で掲記していました「株式売却手数料」「その他資産の増減額」、

「その他負債の増減額」及び投資活動によるキャッシュ・フローの区

分で掲記していました「株式売却手数料」は金額の重要性が低く、か

つ表示上の明瞭性を高める観点から、当中間連結会計期間より、営業活

動によるキャッシュ・フローの「その他」及び投資活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に表示しております。

　なお、当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローの

「その他」に含めた「株式売却手数料」は3,866千円、「その他資産の

増減額」は△179,321千円、「その他負債の増減額」は△14,262千円、

「投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めた「株式売

却手数料」は△3,866千円であります。

　　　追加情報

前中間連結会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

（デリバティブ取引の会計処理）

　従来通貨オプションの「差額決済型」の契

約残高については繰延ヘッジ処理を適用して

おりましたが、前連結会計年度の下半期から

ヘッジ会計を適用せず原則的処理方法に変更

しております。

　この変更により従来と同一の処理方法を適

用した場合に比べ、経常利益は59,732千円多く

計上され税金等調整前中間純損失は59,732千

円少なく計上されております。

─────  ─────
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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19年３月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年３月31日）

前連結会計年度
（平成19年９月30日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

3,249,582千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

3,636,355千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

3,441,753千円

※２．担保に供している資産

（1）有価証券 88,109千円

（2）預け金 27,370千円

 計 115,479千円

　

上記に対応する債務

（1）短期借入金 100,151千円

（2）借入有価証券  27,840千円

 計  127,991千円

※２．担保に供している資産

（1）有価証券 304,627千円

（2）預け金 34,474千円

 計 339,101千円

　

上記に対応する債務

（1）短期借入金 367,446千円

（2）借入有価証券 4,803千円

 計 372,249千円

※２．担保に供している資産

（1）有価証券 146,321千円

（2）預け金 1,387千円

計 147,708千円

　

上記に対応する債務

（1）短期借入金 181,082千円

 計 182,082千円

※３．当中間連結会計期間末の満期手形の会

計処理につきましては、当中間連結会計期

間末は金融機関の休日にあたりましたた

め満期日に決済が行われたものとして処

理しております。当中間連結会計期間末日

満期手形の金額は次の通りであります。

受取手形 20,597千円　

※３．　　　　　───── ※３．連結会計年度末日満期手形の会計処理

につきましては、当連結会計年度末日は金

融機関の休日にあたりましたため満期日

に決済が行われたものとして処理してお

ります。連結会計年度末日満期手形の金額

は次の通りであります。 

受取手形 18,572千円

※４．消費税等の取扱い

預り消費税等と仮払消費税等を相殺の

うえ流動負債の「その他」に含めて表示

しております。

※４．消費税等の取扱い

同　　　　左

※４．　　　　　─────
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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10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

※１．販売費及び一般管理費の主な内訳 ※１．販売費及び一般管理費の主な内訳 ※１．販売費及び一般管理費の主な内訳

給料賞与 437,923千円

役員報酬 　97,523千円

賞与引当金繰入額 36,354千円

役員退職慰労引当金繰
入額 

 10,480千円

販売手数料  106,820千円

荷造運送費 214,335千円

広告宣伝費・見本費  43,407千円

減価償却費  34,132千円

地代家賃  95,949千円

支払手数料  77,141千円

研究開発費  120,871千円

貸倒引当金繰入額  34,846千円

給料賞与 575,332千円

賞与引当金繰入額 40,497千円

役員退職慰労引当金繰

入額 

6,031千円

荷造運送費 245,085千円

減価償却費 46,991千円

のれん償却費 8,403千円

（追加情報）

当中間連結会計期間より、販売費及

び一般管理費の合計額の100分の10以

下の項目の記載を省略しております。

これは、翌連結会計年度からの適時開

示に備えて、重要性の乏しい項目の記

載を省略することを目的としたもので

あります。

給料賞与 828,227千円

役員報酬 203,890千円

賞与引当金繰入額 43,125千円

役員退職慰労引当金繰
入額 

21,549千円

販売手数料 200,560千円

荷造運送費 452,171千円

広告宣伝費・見本費 90,016千円

減価償却費 72,560千円

地代家賃 260,060千円

支払手数料 165,358千円

のれん償却額 13,746千円

研究開発費 251,314千円

貸倒引当金繰入額 39,059千円

※２．　　　　　───── ※２．固定資産売却損の内訳　　

建物及び構築物 6,028千円

※２．　　　　　─────

※３．　　　　　───── ※３．固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 7,023千円

※３．固定資産除却損の内訳

有形固定資産のその他 36千円

※４．　　　　　───── ※４．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）減損損失を計上した資産グループの

概要

 (単位：千円)

用途 場所 種類 金額

飲食店舗
東京都港

区等

建物及び

構築物等
74,320

合　計 74,320

(2）固定資産の種類ごとの当該金額の内

訳

 (単位：千円)

固定資産の種類 金額

 建物及び構築物 63,947

 その他 10,372

 合計 74,320

　当社グループは、キャッシュ・フローを

生み出す最小単位として、主として店舗を

基本単位としてグルーピングしておりま

す。

　閉鎖予定の各店舗の帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を特別損失に

計上しております。

　なお、当資産グループの回収可能価額は

正味売却価額により測定しております。

※４．　　　　　─────
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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10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（株）

当中間連結会計期間

増加株式数

（株）

当中間連結会計期間

減少株式数

（株）

当中間連結会計期間

末株式数（株）

発行済株式     

普通株式 6,869,200 － － 6,869,200

合計 6,869,200 － － 6,869,200

自己株式     

普通株式 20,630 1,040 － 21,670

合計 20,630 1,040 － 21,670

（注）自己株式の増加は単元未満株式の買取によるものです。 

　

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

　

３．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

（千円）

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

平成18年12月21日

定時株主総会
普通株式 85,607 12.5 平成18年9月30日 平成18年12月22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

（千円）
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5月18日

取締役会
普通株式 85,594  利益剰余金 12.5 平成19年3月31日 平成19年6月21日

当中間連結会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20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（株）

当中間連結会計期間

増加株式数

（株）

当中間連結会計期間

減少株式数

（株）

当中間連結会計期間

末株式数（株）

発行済株式     

普通株式 6,869,200 － － 6,869,200

合計 6,869,200 － － 6,869,200

自己株式     

普通株式 22,330 590 － 22,920

合計 22,330 590 － 22,920

（注）自己株式の増加は単元未満株式の買取によるものです。 

　

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

　

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額
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（決議）
株式の種類

配当金の総額

（千円）

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

平成19年12月21日

定時株主総会
普通株式 85,585 12.5 平成19年9月30日 平成19年12月25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

（千円）
配当の原資

１株当たり配当

額（円）
基準日 効力発生日

平成20年5月16日

取締役会
普通株式 85,578  利益剰余金 12.5 平成20年3月31日 平成20年6月20日

前連結会計年度（自　平成18年10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（株）

当連結会計年度増加

株式数（株）

当連結会計年度減少

株式数（株）

当連結会計年度末株

式数（株）

発行済株式     

普通株式 6,869,200 － － 6,869,200

合計 6,869,200 － － 6,869,200

自己株式     

普通株式 20,630 1,700 － 22,330

合計 20,630 1,700 － 22,330

（注）自己株式の増加は単元未満株式の買取によるものです。

　

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

　

３．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

（千円）

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

平成18年12月21日

定時株主総会
普通株式 85,607 12.5 平成18年9月30日 平成18年12月22日

平成19年5月18日

取締役会
普通株式 85,594 12.5 平成19年3月31日 平成19年6月21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期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額

（千円）
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12月21日

定時株主総会
普通株式 85,585 利益剰余金 12.5 平成19年9月30日 平成19年12月25日
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（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10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30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

（平成19年３月31日現在） （平成20年３月31日現在） （平成19年９月30日現在）

現金及び預金勘定 2,943,871千円

現金及び現金同等物 2,943,871千円

現金及び預金勘定 791,884千円

現金及び現金同等物 791,884千円

現金及び預金勘定 2,135,107千円

現金及び現金同等物 2,135,107千円

（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

　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

　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

　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

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額

　
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

中間期末
残高相当
額
（千円）

機械装置 1,048,086 576,835 471,250

その他 363,499 194,052 169,447

合計 1,411,585 770,887 640,698

　
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

中間期末
残高相当
額
（千円）

機械装置 1,143,510 695,181 448,328

その他 326,582 92,202 234,380

合計 1,470,093 787,384 682,708

　
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

機械装置 1,109,310 632,751 476,558

その他 281,956 61,490 220,465

合計 1,391,267 694,242 697,024

２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 164,883千円

１年超 491,564千円

合計 656,447千円

１年内 391,458千円

１年超 299,080千円

合計 690,539千円

１年内 432,834千円

１年超 275,891千円

合計 708,726千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

支払リース料 97,024千円

減価償却費相当額 81,846千円

支払利息相当額 10,607千円

支払リース料 108,162千円

減価償却費相当額 93,141千円

支払利息相当額 11,150千円

支払リース料 211,695千円

減価償却費相当額 180,884千円

支払利息相当額 22,654千円

４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同　　左

４．減価償却費相当額の算定方法

同　　左

５．利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については、利息法によって

おります。

５．利息相当額の算定方法

同　　左

５．利息相当額の算定方法

同　　左
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成19年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 711,787 572,794 △138,993

その他 299,611 294,359 △5,251

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

区分 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 501,654

投資事業有限責任組合等出資 437,411

一年内償還予定の社債  

非上場社債 10,000

子会社株式及び関連会社株式等  

非連結子会社株式及び関連会社株式等 684,975

当中間連結会計期間末（平成20年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 521,655 468,770 △52,885

債券 21,420 21,420 －

その他 173,382 136,580 △36,802

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

区分 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 449,967

投資事業有限責任組合等出資 425,165

子会社株式及び関連会社株式等  

非連結子会社株式及び関連会社株式等 844,764

前連結会計年度末（平成19年９月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 520,427 499,896 △20,531

債券 50,000 27,665 △22,335

その他 256,670 239,180 △17,490

２．時価評価されていない主な有価証券の内容
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区分 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 500,851

投資事業有限責任組合等出資 395,310

非上場社債 10,000

子会社株式及び関連会社株式等  

非連結子会社株式及び関連会社株式等 690,796
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（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間末（平成19年３月31日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

区分 種類

当中間連結会計期間(平成19年３月31日)

契約額等 
 （千円）

 契約額等のうち
１年超
 （千円）

 時価
 （千円）

評価損益 
 （千円）

市場取引以外の取
引

オプション     

　売建     

　　米ドル 2,797,785 1,381,185 △15,603 △15,603

　買建     

　　米ドル 2,797,785 1,381,185 252,957 252,957

合計 5,595,570 2,762,370 237,354 237,354

　（注）１．時価の算定方法

取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

当中間連結会計期間末（平成20年３月31日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

区分 種類

当中間連結会計期間(平成20年３月31日)

契約額等 
 （千円）

 契約額等のうち
１年超
 （千円）

 時価
 （千円）

評価損益 
 （千円）

市場取引以外の取
引

オプション     

　売建     

　　米ドル 1,139,799 555,291 △45,815 △45,815

　買建     

　　米ドル 1,139,799 555,291 59,835 59,835

合計 2,279,598 1,110,582 14,020 14,020

　（注）１．時価の算定方法

取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

前連結会計年度末（平成19年９月30日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

区分 種類

当連結会計年度(平成19年９月30日)

契約額等 
 （千円）

 契約額等のうち
１年超
 （千円）

 時価
 （千円）

評価損益 
 （千円）

市場取引以外の取
引

オプション     

　売建     

　　米ドル 2,043,111 1,004,241 △13,267 △13,267

　買建     

　　米ドル 2,043,111 1,004,241 200,700 200,700

合計 4,086,222 2,008,482 187,432 187,432

　（注）１．時価の算定方法

　　取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
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（ストック・オプション等関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年３月31日）

 　該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年３月31日）

 　該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

 　　　　 連結子会社（株式会社トラベルカフェ：平成19年11月11日付で株式会社インストアメディア社に商号変更）

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

ストック・オプションの内容

 決議年月日 平成16年12月６日 平成16年12月24日

付与対象者の区分及び数 連結子会社取締役　　　　　　 １名
 連結子会社取締役　　         ２名

連結子会社監査役　　         １名

ストック・オプション数（注） 普通株式　　　　　　　　　2,400株 普通株式　　　　　          800株

付与日 平成16年12月７日 平成16年12月25日

権利確定条件 取締役、社員であること等 同左

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 同左

権利行使期間
平成16年12月７日から平成24年12月

６日

平成18年12月25日から平成23年12月

24日

 決議年月日 平成17年11月28日 平成17年11月28日

付与対象者の区分及び数
 連結子会社取締役　　         ３名

連結子会社社員　　　         ２名
連結子会社取締役　　         １名

ストック・オプション数（注） 普通株式　　　　　          300株 普通株式　　　          　1,600株

付与日 平成18年４月１日 平成18年６月６日

権利確定条件 取締役、社員であること等 同左

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 同左

権利行使期間
平成20年12月22日から平成25年12月

21日

平成20年12月22日から平成25年12月

21日

 決議年月日 平成18年12月15日

付与対象者の区分及び数

 連結子会社取締役　　         ８名

連結子会社監査役　　         ２名

 連結子会社社員　　　         ７名

ストック・オプション数（注） 普通株式　　　　　        1,000株

付与日 平成19年８月20日

権利確定条件 取締役、社員であること等

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
平成20年12月22日から平成25年12月

21日

 （注）　株式数に換算して記載しております。
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（セグメント情報）

【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10月１日　至　平成19年３月31日）

　

コーヒー関連

事業

（千円）

飲食関連事業

（千円）

コーヒー関連

以外の仕入商

材販売事業

（千円）

計

（千円）

消去又は全社

（千円）

連結

（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 7,990,641 515,803 1,357,970 9,864,414 － 9,864,414

(2）セグメント間の内部売上高 28,259 7,258 － 35,517 △35,517 －

計 8,018,900 523,061 1,357,970 9,899,932 △35,517 9,864,414

営業費用 7,885,861 714,222 1,341,840 9,941,924 △38,903 9,903,020

営業利益又は営業損失（△） 133,038 △191,161 16,129 △41,992 3,386 △38,606

　（注）(1）事業区分の方法

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

(2）各区分に属する主要な事業の内容

コーヒー関連事業　　　　　　　　　　　レギュラーコーヒーの製造販売、喫茶関連食品等の仕入販売

飲食関連事業　　　　　　　　　　　　　飲食店の経営

 　　　　　 コーヒー関連以外の仕入商材販売事業　　食品スーパーマーケットへの食品・商材等の仕入販売

(3）事業区分の方法の変更

　事業区分については、従来、「コーヒー関連事業」「飲食関連事業」「その他の事業」と表示しておりまし

たが、当中間連結会計期間より「その他の事業」に含まれておりました「複合店舗運営管理事業」を終了

し、また、事業の種類別セグメント情報の有用性を高めるため、「コーヒー関連以外の仕入商材販売事業」と

表示しております。

 

当中間連結会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年３月31日）

　

コーヒー関連

事業

（千円）

飲食関連事業

（千円）

コーヒー関連

以外の仕入商

材販売事業

（千円）

計

（千円）

消去又は全社

（千円）

連結

（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 9,540,447 1,047,734 1,328,072 11,916,253 － 11,916,253

(2）セグメント間の内部売上高 41,266 2,497 － 43,763 △43,763 －

計 9,581,713 1,050,231 1,328,072 11,960,017 △43,763 11,916,253

営業費用 9,419,418 1,285,507 1,318,762 12,023,689 △43,840 11,979,848

営業利益又は営業損失（△） 162,295 △235,276 9,309 △63,671 76 △63,595

　（注）(1）事業区分の方法

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

(2）各区分に属する主要な事業の内容

コーヒー関連事業　　　　　　　　　　　レギュラーコーヒーの製造販売、喫茶関連食品等の仕入販売

飲食関連事業　　　　　　　　　　　　　飲食店の経営

 　　　　　 コーヒー関連以外の仕入商材販売事業　　食品スーパーマーケットへの食品・商材等の仕入販売
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前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

　

コーヒー関連

事業

（千円）

飲食関連事業

（千円）

コーヒー関連

以外の仕入商

材販売事業

（千円）

計

（千円）

消去又は全社

（千円）

連結

（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 16,720,597 1,337,514 2,669,138 20,727,249 － 20,727,249

(2）セグメント間の内部売上高 75,789 8,124 － 83,914 △83,914 －

計 16,796,386 1,345,639 2,669,138 20,811,163 △83,914 20,727,249

営業費用 16,448,608 1,741,586 2,641,022 20,831,218 △83,937 20,747,280

営業利益又は営業損失（△） 347,777 △395,947 28,115 △20,054 22 △20,031

　（注）(1）事業区分の方法

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

(2）各区分に属する主要な事業の内容

コーヒー関連事業　　　　　　　　　　　レギュラーコーヒーの製造販売、喫茶関連食品等の仕入販売

飲食関連事業　　　　　　　　　　　　　飲食店の経営

 　　　　　 コーヒー関連以外の仕入商材販売事業　　食品スーパーマーケットへの食品・商材等の仕入販売

(3) 事業区分の方法の変更

　事業区分については、従来、「コーヒー関連事業」「飲食関連事業」「その他の事業」と表示しておりまし

たが、当連結会計年度より「その他の事業」に含まれておりました「複合店舗運営管理事業」を終了し、ま

た、事業の種類別セグメント情報の有用性を高めるため、「コーヒー関連以外の仕入商材販売事業」と表示

しております。

【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10月１日　至　平成19年３月31日）

　在外連結子会社及び在外支店がありませんので、記載を省略しております。

当中間連結会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年３月31日）

　全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合がいずれも90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。

前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

　在外連結子会社及び在外支店がありませんので、記載を省略しております。

【海外売上高】

前中間連結会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年３月31日）

　海外売上高がありませんので、記載を省略しております。

当中間連結会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年３月31日）

　海外売上高がありませんので、記載を省略しております。

前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

　海外売上高がありませんので、記載を省略しております。
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　　　（企業結合等関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年３月31日）

　該当事項はありません。

　当中間連結会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年３月31日）

　（株式の取得）

１.　被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式及び取得した議　　

　　 決権比率

 （１）被取得企業の名称及び事業の内容

　　　上海緑一企業有限公司（事業の内容：パルプモールドカップ製品の販売）

 （２）企業結合を行った主な理由

      同社の土地・建物を活用した当社焙煎事業（非連結子会社・右?珈琲（上海）有限公司）の推進、ならびに同社パ

　　　ルプモールド、およびコーヒーフィルターを活用したコーヒー関連製品の開発・販売促進を目的としております。

 （３）企業結合日

　　　平成19年11月１日

 （４）企業結合の法的形式

　　　株式（出資持分）の取得

 （５）取得した議決権比率

　　　100.0％

 

２．中間連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

　中間連結会計期間末日をみなし取得日としているため、業績に含まれておりません。

 

３．被取得企業の所得原価及びその内訳

 （１）取得原価及びその内訳

　　　取得の対価

　　　　現金及び預金　　　　　145,000千円

（取得に直接要した支出　145,000千円）

　　　　取得原価　　　　　　　145,000千円

４．発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間

 （１）負ののれんの金額　　134,885千円

 （２）発生原因

　　　企業結合時の取得価額が時価純資産を下回ったため、その差額を負ののれんとして認識しております。

 （３）償却方法及び償却期間

　　　５年で均等償却

 

５．企業結合日に受け入れた資産及び負債

　　 流動資産　　　93,687千円

固定資産　　 192,470千円

     資産合計　　 286,157千円

　　 流動負債　　　 6,272千円

固定負債　　　　　－千円

　　 負債合計　　　 6,272千円

６．企業結合が中間連結会計期間の開始の日に完了したと仮定した場合の当中間連結会計期間の中間連結損益計算書に

及　　　

　　ぼす影響の概算額

　金額に重要性がないため、記載を省略しております。

前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

１株当たり純資産額 1,387.36円

１株当たり中間純損失金額 60.48円

１株当たり純資産額 1,176.26円

１株当たり中間純損失金額 120.61円

１株当たり純資産額 1,350.28円

１株当たり当期純損失金額 89.45円

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益

については、１株当たり中間純損失であり、ま

た、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

同　　　　左 　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、当期純損失であり、潜在株式

も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）純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

前中間連結会計期間

(自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日)

前連結会計年度

(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

中間（当期）純損失（千円） 414,192 825,749 612,500

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純損失（千円） 414,192 825,749 612,500

期中平均株式数（株） 6,847,983 6,846,555 6,847,577

（重要な後発事象）

前中間連結会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年３月31日）

　該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年３月31日）

　該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

　平成19年8月29日開催の取締役会において上海緑一企業有限公司の株式（出資持分）を取得し、子会社化するこ

とを決議し、平成19年11月1日付けで100％子会社といたしました。

(1)子会社の概要

商号 上海緑一企業有限公司

代表者 董事長　　斎藤　志郎

所在地 中華人民共和国上海市松江工業区江田東路140号

設立年月日 2001年12月20日

主な事業内容
パルプモールド製品・パルプモールド自動化機械と金型及び省力機器の製造販売な

らびにそれらの部品販売及びアフターサービス

決算期 12月31日

資本金 530万米ドル

(2)取得後の持分比率 

 　取得後の持分比率：100.0％

　

（２）【その他】

　該当事項はありません。
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２【中間財務諸表等】

（１）【中間財務諸表】

①【中間貸借対照表】

　 　
前中間会計期間末

(平成19年３月31日)
当中間会計期間末

(平成20年３月31日)
前事業年度の要約貸借対照表

(平成19年９月30日)

区分 注記番号 金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部） 　          

Ⅰ　流動資産 　          

１．現金及び預金 　 2,349,446   567,721   1,922,621   

２．受取手形 ※５ 250,494   201,543   327,580   

３．売掛金 　 5,016,965   5,939,587   6,078,692   

４．有価証券 ※３ 98,109   304,627   156,321   

５．たな卸資産 　 549,093   599,318   576,175   

６．短期貸付金 　 934,182   1,272,282   920,282   

７．その他 ※３ 731,538   507,358   794,627   

貸倒引当金 　 △140,317   △140,833   △147,234   

流動資産合計 　  9,789,513 47.3  9,251,605 47.0  10,629,067 49.9

Ⅱ　固定資産 　          

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物 　 3,192,221   3,180,536   3,153,180   

(2）機械及び装置 　 577,924   529,692   553,079   

(3）土地 　 1,729,525   1,729,525   1,729,525   

(4）その他 　 144,829   87,880   141,060   

有形固定資産合計 　  5,644,501 27.3  5,527,634 28.1  5,576,847 26.1

２．無形固定資産 　  118,326 0.6  44,586 0.2  81,421 0.4

３．投資その他の資産 　          

(1）投資有価証券 　 1,806,218   1,501,903   1,662,905   

(2）関係会社株式 　 1,051,250   993,250   993,250   

(3）長期貸付金 　 2,739,835   1,524,627   2,918,891   

(4）破産更生債権等 　 －   1,426,691   1,769   

(5）繰延税金資産 　 －   1,362,967   857,214   

(6）その他 　 1,182,644   615,441   352,360   

貸倒引当金 　 △1,639,631   △2,568,964   △1,755,971   

投資その他の資産
合計

　  5,140,317 24.8  4,855,917 24.7  5,030,418 23.6

固定資産合計 　  10,903,146 52.7  10,428,137 53.0  10,688,688 50.1

資産合計 　  20,692,659 100.0  19,679,743 100.0  21,317,755 100.0
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前中間会計期間末

(平成19年３月31日)
当中間会計期間末

(平成20年３月31日)
前事業年度の要約貸借対照表

(平成19年９月30日)

区分 注記番号 金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部） 　          

Ⅰ　流動負債 　          

１．買掛金 　 4,167,488   3,886,230   4,959,114   

２．短期借入金 ※３ 5,480,151   6,017,446   5,561,082   

３．１年以内返済予定
の長期借入金

　 159,992   159,992   161,658   

４．未払法人税等 　 351,367   11,946   235,513   

５．賞与引当金 　 83,292   89,224   90,685   

６．その他 ※２・３ 334,907   632,434   391,731   

流動負債合計 　  10,577,199 51.1  10,797,274 54.9  11,399,788 53.5

Ⅱ　固定負債 　          

１．長期借入金 　 281,690   120,032   200,028   

２．役員退職慰労引当
金

　 239,885   132,022   250,955   

３．その他 　 15,000   15,000   15,000   

固定負債合計 　  536,575 2.6  267,054 1.3  465,983 2.2

負債合計 　  11,113,774 53.7  11,064,329 56.2  11,865,771 55.7

　 　          

（純資産の部） 　          

Ⅰ　株主資本 　          

１．資本金 　  2,711,500 13.1  2,711,500 13.8  2,711,500 12.7

２．資本剰余金 　          

(1）資本準備金 　 2,898,600   2,898,600   2,898,600   

資本剰余金合計 　  2,898,600 14.0  2,898,600 14.7  2,898,600 13.6

３．利益剰余金 　          

(1）利益準備金 　 156,800   156,800   156,800   

(2）その他利益剰余
金

　          

別途積立金 　 4,174,000   4,174,000   4,174,000   

繰越利益剰余金 　 △310,103   △1,020,651   △466,950   

利益剰余金合計 　  4,020,696 19.4  3,310,148 16.8  3,863,849 18.1

４．自己株式 　  △34,277 △0.1  △36,233 △0.2  △35,346 △0.1

株主資本合計 　  9,596,518 46.4  8,884,014 45.1  9,438,602 44.3

Ⅱ　評価・換算差額等 　          

１．その他有価証券評
価差額金

　  △85,537 △0.4  △53,184 △0.3  △35,791 △0.2

２．繰延ヘッジ損益 　  67,904 0.3  △215,415 △1.1  49,172 0.2

評価・換算差額等合
計

　  △17,633 △0.0  △268,600 △1.4  13,381 0.0

純資産合計 　  9,578,884 46.3  8,615,414 43.8  9,451,983 44.3

負債純資産合計 　  20,692,659 100.0  19,679,743 100.0  21,317,755 100.0
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②【中間損益計算書】

　 　
前中間会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

区分 注記番号 金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 　  9,376,679 100.0  10,909,814 100.0  19,465,196 100.0

Ⅱ　売上原価 ※５  8,037,535 85.7  9,583,756 87.8  16,728,586 85.9

売上総利益 　  1,339,144 14.3  1,326,058 12.2  2,736,609 14.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※５  1,194,103 12.7  1,160,033 10.7  2,368,697 12.2

営業利益 　  145,040 1.6  166,025 1.5  367,911 1.9

Ⅳ　営業外収益 ※１  208,232 2.2  118,820 1.1  284,324 1.4

Ⅴ　営業外費用 ※２・５  119,250 1.3  276,353 2.5  257,210 1.3

経常利益 　  234,022 2.5  8,491 0.1  395,024 2.0

Ⅵ　特別利益 ※３  570,754 6.0  131,372 1.2  620,754 3.2

Ⅶ　特別損失 ※４  1,307,463 13.9  892,616 8.2  1,625,250 8.3

税引前中間(当期)純損
失

　  502,686 5.4  752,752 6.9  609,470 3.1

法人税、住民税及び事
業税

　 341,300   3,800   369,500   

法人税等調整額 　 △516,363 △175,063 △1.9 △288,436 △284,636 △2.6 △580,094 △210,594 △1.1

中間（当期）純損失 　  327,623 3.5  468,115 4.3  398,876 2.0
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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10月１日　至　平成19年３月31日）

　

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年９月30日　残高
（千円）

2,711,500 2,898,600 156,800 4,174,000 103,126 4,433,926 △32,585 10,011,441

中間会計期間中の変動額         

剰余金の配当     △85,607 △85,607  △85,607

中間純損失     327,623 327,623  327,623

自己株式の取得       △1,692 △1,692

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

        

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － － － △413,230 △413,230 △1,692 △414,922

平成19年３月31日　残高
（千円）

2,711,500 2,898,600 156,800 4,174,000 △310,103 4,020,696 △34,277 9,596,518

　

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額
等合計

平成18年９月30日　残高
（千円）

△30,991 41,247 10,255 10,021,697

中間会計期間中の変動額     

剰余金の配当    △85,607

中間純損失    327,623

自己株式の取得    △1,692

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額（純
額）

△54,546 26,656 △27,889 △27,889

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△54,546 26,656 △27,889 △442,812

平成19年３月31日　残高
（千円）

△85,537 67,904 △17,633 9,578,884

当中間会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年３月31日）

　

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰余
金

平成19年９月30日　残高
（千円）

2,711,500 2,898,600 156,800 4,174,000 △466,950 3,863,849 △35,346 9,438,602

中間会計期間中の変動額         

剰余金の配当     △85,585 △85,585  △85,585

中間純損失     468,115 468,115  468,115

自己株式の取得       △886 △886

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

        

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

    △553,701 △553,701 △886 △554,587

平成20年３月31日　残高
（千円）

2,711,500 2,898,600 156,800 4,174,000 △1,020,651 3,310,148 △36,233 8,884,014
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評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額
等合計

平成19年９月30日　残高
（千円）

△35,791 49,172 13,381 9,451,983

中間会計期間中の変動額     

剰余金の配当    △85,585

中間純損失    468,115

自己株式の取得    △886

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額（純
額）

△17,393 △264,588 △281,981 △281,981

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△17,393 △264,588 △281,981 △836,569

平成20年３月31日　残高
（千円）

△53,184 △215,415 △268,600 8,615,414

前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

　

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年９月30日　残高
（千円）

2,711,500 2,898,600 156,800 4,174,000 103,126 4,433,926 △32,585 10,011,441

事業年度中の変動額         

剰余金の配当     △85,607 △85,607  △85,607

剰余金の配当（中間配当）     △85,594 △85,594  △85,594

当期純損失     398,876 398,876  398,876

自己株式の取得       △2,761 △2,761

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

        

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － － － △570,077 △570,077 △2,761 △572,839

平成19年９月30日　残高
（千円）

2,711,500 2,898,600 156,800 4,174,000 △466,950 3,863,849 △35,346 9,438,602

　

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額
等合計

平成18年９月30日　残高
（千円）

△30,991 41,247 10,255 10,021,697

事業年度中の変動額     

剰余金の配当    △85,607

剰余金の配当（中間配当）    △85,594

当期純損失    398,876

自己株式の取得    △2,761

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

△4,800 7,925 3,125 3,125

事業年度中の変動額合計
（千円）

△4,800 7,925 3,125 △569,713

平成19年９月30日　残高
（千円）

△35,791 49,172 13,381 9,451,983
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

①　売買目的有価証券

時価法（売却原価は移動平

均法により算出）

(1）有価証券

①　売買目的有価証券

同　　　　左

(1）有価証券

①　売買目的有価証券

同　　　　左

　 ②　子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法

②　子会社株式及び関連会社株式

同　　　　左

②　子会社株式及び関連会社株式

同　　　　左

　 ③　その他有価証券

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）

③　その他有価証券

時価のあるもの

同　　　　左

③　その他有価証券

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）

　 時価のないもの

移動平均法による原価法

　なお、投資事業有限責任組合

及びそれに類する組合への出

資（証券取引法第２条第２項

により有価証券とみなされる

もの）については、組合契約に

規定される決算報告日に応じ

て入手可能な最近の決算書を

基礎とし、持分相当額を純額で

取り込む方法によっておりま

す。

時価のないもの

移動平均法による原価法

なお、投資事業有限責任組合

及びそれに類する組合への出

資（金融商品取引法第２条第

２項により有価証券とみなさ

れるもの）については、組合契

約に規定される決算報告日に

応じて入手可能な最近の決算

書を基礎とし、持分相当額を純

額で取り込む方法によってお

ります。

時価のないもの

同　　　　左

　 (2）デリバティブ

時価法

(2）デリバティブ

同　　　　左

(2）デリバティブ

同　　　　左

　 (3）たな卸資産

総平均法による原価法

(3）たな卸資産

同　　　　左

(3）たな卸資産

同　　　　左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法

ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除

く）については、定額法によって

おります。

なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物 ６～50年

機械及び装置 ９年

(1）有形固定資産

同　　　　左

(1）有形固定資産

同　　　　左

　  (追加情報)

　平成19年度の法人税法の改正

に伴い、平成19年3月31日以前

に取得した有形固定資産につ

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

事業年度の翌事業年度より、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。

　なおこの変更に伴う損益への

影響は軽微であります。

　─────
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

　 (2）無形固定資産

定額法

　ただし、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利用

可能期間（５年）に基づく定額

法によっております。

(2）無形固定資産

同　　　　左

　

(2）無形固定資産

同　　　　左

　

　 (3）長期前払費用

定額法

(3）長期前払費用

同　　　　左

(3）長期前払費用

同　　　　左

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備える

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

能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。

(1）貸倒引当金

同　　　　左

(1）貸倒引当金

同　　　　左

　 (2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額のうち当中間会計

期間の負担額を計上しておりま

す。

(2）賞与引当金

同　　　　左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、翌事業年度支給見込額のうち

当事業年度負担額を計上してお

ります。

　 (3）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

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。

(3）役員退職慰労引当金

同　　　　左

(3）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく事業年度末

要支給額を計上しております。

　 　

　

(追加情報)

　平成20年3月31日開催の取締

役会におきまして、役員に対す

る退職慰労金の内規の改定を

決議し、退職慰労金の算定基礎

を変更いたしました。

　この結果、従来の内規によっ

た場合と比較して、営業利益及

び経常利益が6,031千円増加

し、税引前中間純損失が

130,995千円減少いたしまし

た。

　

　

４．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．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　原則として繰延ヘッジ処理を採

用しております。

　なお、振当処理の要件を満たし

ている通貨オプションについて

は振当処理により、また、特例処

理の要件を満たしている金利ス

ワップについては特例処理に

よっております。

(1）ヘッジ会計の方法

　　 　 同  　　　左

　

(1）ヘッジ会計の方法

同　　　　左

　

　 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…通貨オプション

及び金利スワッ

プ

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…同左

　 ヘッジ対象…原料の輸入に係

る外貨建買入債

務及び予定仕入

取引並びに借入

金の金利

ヘッジ対象…同左 ヘッジ対象…同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

　 (3）ヘッジ方針

　当社の内部規程に基づき、原料

の輸入に係る為替変動リスクを

軽減する目的で通貨オプション

取引を、また資金調達コストを軽

減させる目的で金利スワップ取

引を行っております。

(3）ヘッジ方針

同　　　　左

(3）ヘッジ方針

同　　　　左

　 (4）ヘッジ有効性評価の方法

　通貨オプションについては、

ヘッジ手段とヘッジ対象に関す

る重要な条件が同一であり、継続

して為替の変動による影響を相

殺又は一定の範囲に限定する効

果が見込まれるため、ヘッジの有

効性の評価は省略しております。

　また、特例処理によっている金

利スワップについても、ヘッジの

有効性の評価を省略しておりま

す。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同　　　　左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同　　左

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同　　左

消費税等の会計処理

同　　左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間 

（自　平成18年10月１日 
至　平成19年３月31日） 

当中間会計期間

（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

─────

　

───── （固定資産の減価償却方法の変更）

　当事業年度から法人税法の改正に伴い、平成

19年4月1日以降取得の固定資産については改

正法人税法に規定する償却方法により減価償

却費を計上しております。

なおこの変更に伴う営業利益、経常利益、税引

前当期純損失に与える影響は軽微でありま

す。

   

表示方法の変更

前中間会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間

（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

───── 　前中間会計期間において、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「破産更生債権等」「繰延税金資産」は、当中間会

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しまし

た。

　なお、前中間会計期間末の「破産更生債権等」の金額は1,769千円、

「繰延税金資産」の金額は857,707千円であります。

追加情報

前中間会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間

（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

（デリバティブ取引の会計処理）

　従来通貨オプションの「差額決済型」の契

約残高については繰延ヘッジ処理を適用して

おりましたが、前事業度の下半期からヘッジ

会計を適用せず原則的処理方法に変更してお

ります。

　この変更により従来と同一の処理方法を適

用した場合に比べ、経常利益は59,732千円多く

計上され税引前中間純損失は59,732千円少な

く計上されております。

─────  ─────
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末

（平成19年３月31日）
当中間会計期間末

（平成20年３月31日）
前事業年度末

（平成19年９月30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

　 3,213,375千円 　 3,530,334千円 　 3,373,706千円

※２．消費税等の取扱い

　預り消費税等と仮払消費税等を相殺

のうえ流動負債の「その他」に含めて

表示しております。

※２．消費税等の取扱い

同　　　　左

 ※２．　　　　　─────

　

※３．担保に供している資産

（1）有価証券 88,109千円

（2）預け金  27,370千円

計 115,479千円

※３．担保に供している資産

（1）有価証券 304,627千円

（2）預け金 34,474千円

計 339,101千円

※３．担保に供している資産

（1）有価証券 146,321千円

（2）預け金 1,387千円

計 147,708千円

　

上記に対応する債務 

（1）短期借入金 100,151千円

（2）借入有価証券  27,840千円

計 127,991千円

　

上記に対応する債務 

（1）短期借入金 367,446千円

（2）借入有価証券 4,803千円

計 372,249千円

　

上記に対応する債務 

（1）短期借入金 181,082千円

計 181,082千円

４．偶発債務

子会社である株式会社トラベルカフェの

金融機関からの借入に対する債務保証予約

極度額 900,000千円

上記に対応する

債務保証予約金額
 625,500千円

４．偶発債務

子会社である株式会社インストアメディ

ア社(平成19年11月11日付けで株式会社ト

ラベルカフェから株式会社インストアメ

ディア社に商号変更)の金融機関からの借

入に対する債務保証予約

極度額 900,000千円

上記に対応する

債務保証予約金額
810,000千円

４．偶発債務

子会社である株式会社トラベルカフェの

金融機関からの借入に対する債務保証予約

極度額 900,000千円

上記に対応する

債務保証予約金額
900,000千円

※５．中間会計期間末の満期手形の会計処理

につきましては、当中間会計期間末は金

融機関の休日にあたりましたため満期日

に決済が行われたものとして処理してお

ります。中間会計期間末日満期手形の金

額は次の通りであります。

受取手形 20,597千円

※５．         ───── ※５．事業年度末日満期手形の会計処理につ

きましては、当事業年度末日は金融機関

の休日にあたりましたため満期日に決済

が行われたものとして処理しておりま

す。事業年度末日満期手形の金額は次の

通りであります。　

受取手形 　18,572千円
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間

（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 28,423千円

為替差益 3,210千円

受取家賃 31,410千円

投資有価証券売却益 21,087千円

デリバティブ利益 　　59,732千円

有価証券売却益 34,507千円

受取利息 29,291千円

受取家賃 31,996千円

投資事業組合利益 29,975千円

受取利息 58,966千円

為替差益  4,802千円

受取家賃 63,299千円

デリバティブ利益  71,896千円

有価証券売却益 25,175千円

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 34,155千円

減価償却費 12,980千円

投資事業組合損失 47,154千円

たな卸資産廃棄損 6,216千円

支払利息 44,115千円

減価償却費 10,049千円

デリバティブ損失 144,903千円

有価証券売却損 16,039千円

支払利息 74,688千円

減価償却費 23,904千円

投資事業組合損失 88,584千円

たな卸資産廃棄損 14,144千円

※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの

投資有価証券売却益 455,099千円

投資有価証券清算分配

金
115,654千円

役員退職慰労金引当金

戻入益
124,964千円

投資有価証券売却益 455,099千円

投資有価証券清算分配

金
115,654千円

※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの

投資有価証券売却損 11,018千円

投資有価証券評価損  19,200千円

貸倒引当金繰入額 1,225,693千円

貸倒損失  51,309千円

貸倒引当金繰入額 813,000千円

投資有価証券評価損 79,463千円

　

投資有価証券売却損 11,018千円

投資有価証券評価損 209,324千円　

貸倒引当金繰入額 1,344,693千円　

貸倒損失 51,933千円　

※５．減価償却実施額 ※５．減価償却実施額 ※５．減価償却実施額

有形固定資産 160,073千円

無形固定資産 38,062千円

有形固定資産 159,629千円

無形固定資産 36,835千円

有形固定資産 322,227千円

無形固定資産 74,967千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前事業年度末株式数

（株）

当中間会計期間増加

株式数（株）

当中間会計期間減少

株式数（株）

当中間会計期間末株

式数（株）

普通株式 20,630 1,040 － 21,670

合計 20,630 1,040 － 21,670

（注）　自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。

当中間会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前事業年度末株式数

（株）

当中間会計期間増加

株式数（株）

当中間会計期間減少

株式数（株）

当中間会計期間末株

式数（株）

普通株式 22,330 590 － 22,920

合計 22,330 590 － 22,920

（注）　自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。

 　　　 前事業年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前事業年度末株式数

（株）

当事業年度増加株式

数（株）

当事業年度減少株式

数（株）

当事業年度末株式数

（株）

普通株式 20,630 1,700 － 22,330

合計 20,630 1,700 － 22,330

 　　　　（注）　自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

　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

　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

　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

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額

　
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

中間期末
残高相当
額
（千円）

機械及び
装置

990,809 572,171 418,637

その他 220,811 178,327 42,483

合計 1,211,620 750,499 461,121

　
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

中間期末
残高相当
額
（千円）

機械及び
装置

1,086,233 680,028 406,204

その他 70,208 33,620 36,588

合計 1,156,441 713,648 442,792

　
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

機械及び
装置

1,052,033 622,843 429,190

器具備品 70,208 27,281 42,927

合計 1,122,241 650,124 472,117

２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 126,946千円

１年超 349,195千円

合計 476,141千円

１年内 331,682千円

１年超 116,179千円

合計 447,862千円

１年内 381,775千円

１年超 100,483千円

合計 482,259千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

支払リース料 82,384千円

減価償却費相当額 67,760千円

支払利息相当額 9,657千円

支払リース料 76,688千円

減価償却費相当額 63,524千円

支払利息相当額 8,091千円

支払リース料 172,106千円

減価償却費相当額 143,075千円

支払利息相当額 19,781千円

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同　　左

４．減価償却費相当額の算定方法

同　　左

５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。

５．利息相当額の算定方法

同　　左

５．利息相当額の算定方法

同　　左

（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成19年３月31日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

 　　　 当中間会計期間末（平成20年３月31日）

 　　　　 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

 　　　 前事業年度末（平成19年９月30日）

 　　　　 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間

（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

１株当たり純資産額 1,398.88円

１株当たり中間純損失金額 47.84円

１株当たり純資産額 1,258.41円

１株当たり中間純損失金額 68.37円

１株当たり純資産額 1,380.48円

１株当たり当期純損失金額 58.25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、1株当たり中間純損失であ

り、また、潜在株式が存在しないため記載して

おりません。

同　　　　左 　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、当期純損失であり、潜在株式

も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）純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

前中間会計期間

(自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日)

当中間会計期間

(自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日)

前事業年度

(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

中間（当期）純損失（千円） 327,623 468,115 398,876

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純損失（千円） 327,623 468,115 398,876

期中平均株式数（株） 6,847,983 6,846,555 6,847,577

（重要な後発事象）

前中間会計期間（自平成18年10月１日　至平成19年３月31日）

　該当事項はありません。

当中間会計期間（自平成19年10月１日　至平成20年３月31日）

　該当事項はありません。

前事業年度（自平成18年10月１日　至平成19年９月30日）

　平成19年8月29日開催の取締役会において上海緑一企業有限公司の株式（出資持分）を取得し、子会社化するこ

とを決議し、平成19年11月1日付けで100％子会社といたしました。

(1)子会社の概要

商号 上海緑一企業有限公司

代表者 董事長　　斎藤　志郎

所在地 中華人民共和国上海市松江工業区江田東路140号

設立年月日 2001年12月20日

主な事業内容
パルプモールド製品・パルプモールド自動化機械と金型及び省力機器の製造販売な

らびにそれらの部品販売及びアフターサービス

決算期 12月31日

資本金 530万米ドル

(2)取得後の持分比率 

 取得後の持分比率：100.0％

（２）【その他】

　平成20年５月16日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

①　中間配当による配当金の総額………………………85,578千円

②　１株当たりの金額……………………………………12円50銭

③　支払請求の効力発生日及び支払開始日……………平成20年６月20日
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第６【提出会社の参考情報】

　当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

　有価証券報告書及びその添付書類

　事業年度（第35期）（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）平成19年12月21日関東財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書

  平成１９年６月２６日

株式会社ユニカフェ    

取締役会　御中  

 　　　優成監査法人  

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 加藤　善孝  　印

 業務執行社員 公認会計士 本間　洋一　　印

　当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ユニカフェの平成18年10月１日から平成19年９月30日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年10月１日から

平成19年３月31日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本

等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財

務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加

の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合

理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に

準拠して、株式会社ユニカフェ及び連結子会社の平成19年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結

会計期間（平成18年10月１日から平成19年３月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報

を表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

　（注）　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。
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独立監査人の中間監査報告書

  平成２０年６月１３日

株式会社ユニカフェ    

取締役会　御中  

 　　　　　　優成監査法人  

 
　

　
 
指定社員

公認会計士
加藤　善孝  　印

 　  
指定社員

公認会計士
小松　亮一　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ユニカフェの平成19年10月１日から平成20年９月30日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成19年10

月１日から平成20年３月31日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連

結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作

成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財

務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加

の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合

理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に

準拠して、株式会社ユニカフェ及び連結子会社の平成20年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結

会計期間（平成19年10月１日から平成20年３月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報

を表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

　（注）　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。
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独立監査人の中間監査報告書

  平成１９年６月２６日

株式会社ユニカフェ    

取締役会　御中  

 　　　優成監査法人　  

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 加藤　善孝　　印

 業務執行社員 公認会計士 本間　洋一　　印

　当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ユニカフェの平成18年10月１日から平成19年９月30日までの第35期事業年度の中間会計期間（平成18年10月１日から平

成19年３月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書に

ついて中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表

に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸

表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどう

かの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手

続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、

株式会社ユニカフェの平成19年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年10月１日から

平成19年３月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

　（注）　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。
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独立監査人の中間監査報告書

  平成２０年６月１３日

株式会社ユニカフェ    

取締役会　御中  

 　　　　　　優成監査法人　  

 
　

　
 
指定社員

公認会計士
加藤　善孝　　印

 　  
指定社員

公認会計士
小松　亮一　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ユニカフェの平成19年10月１日から平成20年９月30日までの第36期事業年度の中間会計期間（平成19年10月

１日から平成20年３月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変

動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中

間財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸

表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどう

かの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手

続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、

株式会社ユニカフェの平成20年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成19年10月１日から

平成20年３月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

　（注）　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。
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