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

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 13,594 ― 361 ― 441 ― 237 ―
20年3月期第1四半期 13,513 0.3 437 △47.4 543 △41.7 354 △26.5

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 10.78 10.77
20年3月期第1四半期 16.11 16.04

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第1四半期 44,744 34,414 74.3 1,506.61
20年3月期 44,007 34,245 75.2 1,499.77

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  33,260百万円 20年3月期  33,106百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 10.00 ― 10.00 20.00

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

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 28,030 ― 460 ― 580 ― 290 ― 13.15
通期 55,910 3.4 1,080 310.2 1,330 99.5 600 205.3 27.21

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  無  

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

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

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  22,464,000株 20年3月期  22,464,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  387,824株 20年3月期  389,776株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  22,075,176株 20年3月期第1四半期  22,025,262株
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【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期（平成20年4月1日から平成20年６月30日までの３ヶ月間）における当社グループを取巻く経
営環境は、サブプライムローン問題や株式・為替市場の変動、原油価格や国際相場商品の高騰等により激変
しており、緩やかな回復基調にあった景気は大きく下振れの方向に向かっております。 
　コーヒー業界につきましても、生豆の国際相場は１ポンドあたり130～140セントのレンジで推移し、さら
に６月末に150セントを突破するなど一段と高値をつけ、今後についても相場環境が好転する見込みが全く立
たない状況下にあります。 
　このような経営環境にもかかわらず、当社グループは可能な限りの製造経費の低減化や販売管理費の見直
しを進める一方、「品質第一主義」の経営理念に基づき生活者の視点に立脚したＣＳＲ経営を展開し、多様化
するお客様のニーズにお応えする企画提案型の営業活動を行ってまいりました。 
　その取組みの一つとして、都内に自家焙煎のコーヒーショップ「錠前屋珈琲」を４月にオープン致しまし
た。店舗には、独自の自家焙煎システム（ＳＲＳ＝ショップ・ロースティング・システム）を導入し、店頭
で焙煎したコーヒーをお楽しみいただけます。 
　発売30周年を迎え、更にプレミアムコーヒーとして生まれ変わった新生「トアルコトラジャ」については、
そのＣＳＲ価値を社会に広く知っていただくために各種媒体への広告出稿や専用のウェブサイトを開設する
一方、30周年記念の新商品を導入するなどブランド戦略を強力に押し進めております。 
　環境問題への取組みにつきましては、シルバースキン（コーヒー豆を包んでいる薄皮）再利用のバイオマ
スチップを使った商品「エコオセロ」やパズル等が玩具会社から発売されるなど、その利用範囲が拡大して
おります。 

業績面につきましては、コーヒー生豆や穀物及び原油価格高騰等の影響を受け原価が上昇しております。
これに対し、製造経費や物流費の削減、販売価格の改定に邁進しておりますが、原価の上昇をカバーするに
は至りませんでした。
この結果、当第１四半期の売上高は135億94百万円（前年同期比0.6％増）となりました。
利益面では、原料高による売上原価の上昇などにより、営業利益は３億61百万円（同17.3％減）、経常利益

は４億41百万円（同18.8％減）、また、当第１四半期の純利益は２億37百万円（同32.8％減）で、前年同期比
１億16百万円減少しました。

事業の種類別セグメントの営業概況は次のとおりであります。

（コーヒー関連事業）

業務用市場では、当社が有するハンドドリップによるコーヒー抽出のノウハウを注ぎ込んで開発した、コ
ーヒー提供時に都度ドリップするタイプのコーヒーマシン「プレシー」の提案活動を推進致しました。また、
お取引先の売上げ向上の支援策として「トッピングカレーフェア」の実施や、相乗効果を高めるためのカレ
ーの新商品を投入致しました。 
　家庭用市場では、トアルコトラジャの新商品「トラジャブレンド セレクテッド」をＬＰ（豆）、ＶＰ
（粉）、ＤＯ（簡易抽出）の各商品カテゴリー別に発売致しました。 
　直営のビーンズショップでは、日本人ブラジル移住100周年を記念したコーヒー生産地別商品シリーズの第
３弾として「ボア・エスペランサ農園（ミナス・ジェライス州）」を販売しております。 
この結果、当第１四半期連結会計期間におけるコーヒー関連事業の売上高は118億67百万円（前年同期比

1.0％増）、営業利益は４億98百万円（同18.8％減）となりました。

（飲食関連事業）

株式会社イタリアントマトは、創業30周年の節目の年を迎え、お客様への謝恩キャンペーンの実施や30周
年記念の新商品、新メニューの導入を行っております。 
　出店状況につきましては、東京ドームシティに本格的ハンバーガーとスペシャリティサンドイッチの新業
態店舗「ザ・バーガーズ トーキョー」をオープンするなど、新規に６店（直営店１店、ＦＣ店５店）を出店
致しました。一方、６店（直営店１店、ＦＣ店５店）を閉鎖し、店舗数は317店（直営店61店、ＦＣ店256店）
となりました。
この結果、当第１四半期連結会計期間における飲食関連事業の売上高は13億42百万円（前年同期比0.0％

増）、営業利益は４百万円（同81.0％減）となりました。

（その他）

当第１四半期連結会計期間におけるその他事業の売上高は３億84百万円（前年同期比7.5％減）、営業利益
は78百万円（同17.9％増）となりました。

決算短信 2008年07月28日 09時29分 01472xe01_in 3ページ （Tess 1.10 20080626_01）



キーコーヒー㈱(2594)平成21年３月期 第１四半期決算短信

2. 連結財政状態に関する定性的情報

（資産）

流動資産は前連結会計年度末に比べて５億４百万円増加し、193億33百万円となりました。これは主に受取
手形及び売掛金の増加（３億21百万円増）、原材料等のたな卸資産の増加（３億98百万円増）によるものであ
ります。
固定資産は前連結会計年度末に比べて２億32百万円増加し、254億11百万円となりました。これは主に投資

有価証券の増加（４億47百万円増）によるものであります。

（負債）

流動負債は前連結会計年度末に比べて４億38百万円増加し、81億54百万円となりました。これは主に支払
手形及び買掛金の増加（５億19百万円増）によるものであります。
固定負債は前連結会計年度末に比べて１億29百万円増加し、21億75百万円となりました。これは主に繰延

税金負債の増加（77百万円増）、長期借入金の増加（62百万円増）によるものであります。

（純資産）

純資産は前連結会計年度末に比べて１億68百万円増加し、344億14百万円となりました。これは主にその他
有価証券評価差額金の増加（１億36百万円増）によるものであります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

平成21年３月期の業績予想につきましては、当第１四半期における業績が概ね予想通りに推移しており、
現時点において平成20年５月12日に公表致しました業績予想の変更はございません。

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(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

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表
に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結
財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっており
ましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号
平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額について
は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 
　これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。

リース取引に関する会計基準の適用

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に
よっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会
計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会
計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会会計制度委員会）、平成19年３月30日改
正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができ
ることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取
引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の
減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりま
す。 
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なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の
賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 
　これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。

(4) 追加情報

有価固定資産の耐用年数の変更

当社及び一部の国内連結子会社の機械装置については、従来、耐用年数を９年としておりましたが、財
務省令第32号「減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令」が平成20年４月１日以後
開始する連結会計年度から適用することができることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間よ
り耐用年数を10年に変更しております。 
　これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。
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5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,503 6,155

受取手形及び売掛金 7,900 7,579

有価証券 1,476 1,973

商品 374 350

製品 876 704

原材料 1,164 979

仕掛品 195 177

貯蔵品 85 86

繰延税金資産 223 259

その他 571 597

貸倒引当金 △40 △36

流動資産合計 19,333 18,828

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 7,605 7,686

機械装置及び運搬具 3,370 3,546

土地 6,316 6,316

その他 772 745

有形固定資産合計 18,065 18,294

無形固定資産 537 573

投資その他の資産

投資有価証券 3,896 3,449

長期貸付金 396 362

繰延税金資産 16 22

差入保証金 1,690 1,654

その他 1,138 1,144

貸倒引当金 △330 △322

投資その他の資産合計 6,808 6,310

固定資産合計 25,411 25,178

資産合計 44,744 44,007

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,395 4,876

短期借入金 173 296

未払金 1,211 1,309

未払法人税等 162 71

賞与引当金 372 443

その他 837 717

流動負債合計 8,154 7,715

固定負債

長期借入金 322 260

繰延税金負債 479 402

再評価に係る繰延税金負債 634 634

退職給付引当金 63 60

負ののれん 201 229

その他 473 459

固定負債合計 2,175 2,046

負債合計 10,330 9,762

決算短信 2008年07月28日 09時29分 01472xe01_in 6ページ （Tess 1.10 20080626_01）



キーコーヒー㈱(2594)平成21年３月期 第１四半期決算短信

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 4,465 4,465

資本剰余金 4,873 4,873

利益剰余金 27,494 27,477

自己株式 △637 △640

株主資本合計 36,196 36,175

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 761 625

土地再評価差額金 △3,701 △3,701

為替換算調整勘定 3 6

評価・換算差額等合計 △2,935 △3,069

少数株主持分 1,154 1,139

純資産合計 34,414 34,245

負債純資産合計 44,744 44,007
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

  至 平成20年６月30日)

売上高 13,594

売上原価 9,115

売上総利益 4,478

販売費及び一般管理費

広告宣伝費及び見本費 362

荷造運搬費 309

車両費 139

貸倒引当金繰入額 14

役員報酬 90

給料及び賞与 1,428

賞与引当金繰入額 284

退職給付引当金繰入額 58

福利厚生費 182

賃借料 355

減価償却費 150

消耗品費 91

研究開発費 52

その他 596

販売費及び一般管理費合計 4,117

営業利益 361

営業外収益

受取利息 8

受取配当金 25

負ののれん償却額 27

その他 25

営業外収益合計 86

営業外費用

支払利息 2

持分法による投資損失 3

その他 1

営業外費用合計 6

経常利益 441

特別損失

固定資産除却損 25

特別損失合計 25

税金等調整前四半期純利益 415

法人税、住民税及び事業税 136

法人税等調整額 25

法人税等合計 162

少数株主利益 14

四半期純利益 237
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 415

減価償却費 449

負ののれん償却額 △27

固定資産除却損 25

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11

賞与引当金の増減額（△は減少） △70

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2

受取利息及び受取配当金 △33

支払利息 2

持分法による投資損益（△は益） 3

売上債権の増減額（△は増加） △321

たな卸資産の増減額（△は増加） △398

仕入債務の増減額（△は減少） 519

未払金の増減額（△は減少） △98

その他 144

小計 623

利息及び配当金の受取額 34

利息の支払額 △2

法人税等の支払額 △26

営業活動によるキャッシュ・フロー 629

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △200

有価証券の取得による支出 △811

有価証券の償還による収入 1,210

投資有価証券の取得による支出 △611

投資有価証券の償還による収入 500

有形固定資産の取得による支出 △187

その他 △101

投資活動によるキャッシュ・フロー △201

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 100

長期借入金の返済による支出 △160

配当金の支払額 △220

その他 2

財務活動によるキャッシュ・フロー △278

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 147

現金及び現金同等物の期首残高 6,240

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,387
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表
に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結
財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

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

コーヒー関連
事業

(百万円)

飲食関連
事業

(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

11,867 1,342 384 13,594 ― 13,594

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

58 1 283 342 (342) ―

計 11,925 1,343 667 13,937 (342) 13,594

　営業費用 11,427 1,339 589 13,356 (123) 13,233

　営業利益 498 4 78 580 (219) 361

(注) １．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、２億16百万円であ

り、その主なものは提出会社におけるグループ全体の管理業務に係る費用であります。

【所在地別セグメント情報】

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

　在外連結子会社は連結売上高の10%未満であるため、記載を省略しております。

【海外売上高】

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

　海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。
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「参考資料」

前第１四半期に係る財務諸表等

　 (1)（要約）前四半期連結損益計算書

前第１四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年６月30日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 13,513 100.0

Ⅱ 売上原価 8,867 65.6

　 売上総利益 4,645 34.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費

　１ 広告宣伝費・見本費 372

　２ 荷造運送費 335

　３ 車両費 134

　４ 貸倒引当金繰入額 3

　５ 役員報酬 98

　６ 給料賞与 1,432

　７ 賞与引当金繰入額 321

　８ 退職給付引当金
　 繰入額

△2

　９ 福利厚生費 221

　10 賃借料 396

　11 減価償却費 159

　12 消耗品費 118

　13 研究開発費 63

　14 その他 555 4,208 31.2

　 営業利益 437 3.2

Ⅳ 営業外収益

　１ 受取利息 11

　２ 受取配当金 52

　３ 貸倒引当金戻入益 8

　４ 負ののれん償却額 26

　５ その他 18 118 0.9
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前第１四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年６月30日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅴ 営業外費用

　１ 支払利息 1

  ２ 持分法による投資 
　 損失

7

　３ その他 3 11 0.1

　 経常利益 543 4.0

Ⅵ 特別利益

　  固定資産売却益 157 157 1.2

Ⅶ 特別損失

　  固定資産除却損 30 30 0.2

　 税金等調整前
　 四半期(当期)純利益

670 5.0

　 法人税、住民税
　 及び事業税

45

　 法人税等調整額 250 295 2.2

　 少数株主利益 20 0.2

　 四半期(当期)純利益 354 2.6

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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　 (2)（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年６月30日)

区分
注記
番号

金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

　 税金等調整前四半期(当期)純利益 670

　 減価償却費 429

　 負ののれん償却額 △26

　 固定資産除却損 30

　 貸倒引当金の減少額 △4

　 賞与引当金の減少額 △371

　 受取利息及び受取配当金 △63

　 支払利息 1

　 持分法による投資損益 7

　 固定資産売却益 △157

　 売上債権の増加額(△)又は減少額 △518

　 たな卸資産の増加額 △250

　 仕入債務の増加額 435

　 未払金の増加額又は減少額（△） 136

　 その他 136

　 小計 452

　 利息及び配当金の受取額 59

　 利息の支払額 △1

　 法人税等の支払額 △292

　 営業活動による
　 キャッシュ・フロー

218
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前第１四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年６月30日)

区分
注記
番号

金額(百万円)

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

　 投資有価証券の取得による支出 △107

　 投資有価証券の売却及び
　 償還による収入

350

　 有形固定資産の取得による支出 △940

      有形固定資産の売却による収入 15

　 無形固定資産の取得による支出 △9

　 その他 △292

　 投資活動による
　 キャッシュ・フロー

△983

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　 長期借入金の返済による支出 △46

　 ストックオプションの行使による
　 収入

120

　 配当金の支払額 △219

　 財務活動による
　 キャッシュ・フロー

△145

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 ─

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △911

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 5,370

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末
　 (期末)残高

4,458

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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　(3) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

  前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)

コーヒー関連
事業

(百万円)

飲食関連
事業

(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

11,755 1,342 415 13,513 ― 13,513

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

59 3 234 297 (297) ―

計 11,814 1,345 650 13,811 (297) 13,513

　営業費用 11,201 1,321 584 13,108 (31) 13,076

　営業利益 613 23 66 703 (266) 437

(注) １．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、２億62百万円であ

り、その主なものは親会社におけるグループ全体の管理業務に係る費用であります。

【所在地別セグメント情報】

  前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６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】

  前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)

  
　海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

  
  

6. その他の情報

記載を省略しております。
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