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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

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

21年3月期第2四半期 26,593 ― 402 ― 540 ― 249 ―
20年3月期第2四半期 27,010 1.9 173 △84.5 400 △69.9 △985 ―

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2四半期 11.32 11.32
20年3月期第2四半期 △44.72 ―

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2四半期 44,310 34,161 74.5 1,494.96
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2四半期  33,010百万円 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 ― 10.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 53,530 △1.0 680 158.3 920 38.0 350 78.1 15.85

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、5ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

１．上記の業績予想につきましては、平成20年5月12日に公表致しました内容から変更しております。詳細につきましては、平成20年10月27日付「業績予想の修正に関す
るお知らせ」をご参照下さい。 
２．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。 
３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

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2四半期  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2四半期  382,824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2四半期  22,075,176株 20年3月期第2四半期  22,025,429株
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当第２四半期累計期間（平成20年４月1日から平成20年９月30日までの６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による金融市場の混乱、原油価格の乱高下、穀物価格の
高騰等により、景気後退の局面がますます加速されてまいりました。 
コーヒー業界につきましても、コーヒー生豆の国際相場が７月の上旬には１ポンドあたり150セントを

突破し、その後は140セント前後の相場で推移するなど当該期間は相変わらずの高値圏にありました。ま
た、個人消費は景気後退の影響を受けて冷え込むなど、厳しい経営環境が続いております。 
このような経営環境にありましても、当社グループでは「品質第一主義」の経営理念に基づき生活者の

視点に立った多くの新商品の投入を行い、多様化するお客様のニーズに対しては、市場の実態に即した企
画提案型の営業活動を展開致しました。一方、原材料価格の高騰に対しては、調達から製造・物流面まで
のあらゆる工程での見直しを行ない、製造原価の上昇を抑制するためのコスト削減に努め、販売価格につ
きましても、全力を挙げて改定の取組みを行っております。 
なお、ＣＳＲを意識した事業活動を積極的に展開しておりますが、今般、取組んでまいりましたコーヒ

ー豆薄皮の有効活用が評価され、日本食糧新聞社主催の第17回「食品安全安心・環境貢献賞」を受賞致し
ました。 

この結果、第２四半期連結累計期間の売上高は265億93百万円（前年同期比1.5％減）、営業利益は４億
２百万円（同131.6％増）、経常利益は５億40百万円（同34.9％増）、また、当第２四半期連結累計期間
の純利益は２億49百万円（前年同期は中間純損失９億85百万円）となりました。 

なお、前年同期比（前年同期の金額）は参考として記載しております。  

事業別の種類別セグメントの営業概況は次の通りです。 

(コーヒー関連事業) 

業務用市場では、トアルコトラジャブランドの認知浸透・価値向上のための諸施策を推進する一方、コ
ーヒー生豆を一定期間氷温（０℃以下で物が凍るまでの温度域）で熟成した差別化商品「氷温熟成珈琲」
シリーズに新たにアイスコーヒー用商品を投入し、ラインアップの強化を図りました。 
家庭用市場では、ブルーマウンテンブレンド製品について原材料のブルーマウンテンに‘樽豆’（ジャ

マイカコーヒー産業公社の規格を満たし、樽に詰められて輸出されます）使用を全面的に訴求し、市場で
の差別性をより際立たせるようにパッケージデザインを一新致しました。また、今中元期には、「氷温熟
成珈琲」のリキッドタイプ商品を詰め合わせたギフトセットが市場で大いに好評を博し、計画数量を大幅
に上回る販売実績を達成致しました。 
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４弾として「バウ農園（ミナス・ジェライス州）」を販売しております。 
なお、キーコーヒーコミュニケーションズ株式会社では、飲むコンニャク飲料「体内美健」をニック食

品株式会社と共同開発し、‘KEY COFFEE通販倶楽部’限定にて発売致しております。 

この結果、当第２四半期連結累計期間におけるコーヒー関連事業の売上高は233億71百万円（前年同期
比1.2％減）、営業利益は６億85百万円（同20.8％増）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ており、お客様への謝恩キャンペーンの実
施や記念の新メニューの導入を行なっております。 
出店状況につきましては、新規に12店（直営店２店、ＦＣ店10店）を出店致しました。一方、不採算店

を中心に13店（直営店２店、ＦＣ店11店）を閉鎖し、店舗数は316店（直営店60店、ＦＣ店256店）となり
ました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間における飲食関連事業の売上高は26億11百万円（前年同期比
1.4％減）、営業利益は26百万円（同56.2％増）となりました。 

(その他) 

当第２四半期連結累計期間におけるその他事業の売上高は６億11百万円（前年同期比14.4％減）、営業
利益は83百万円（同3.1％減）となりました。 
  

  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報
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（コーヒー相場：ニューヨークコーヒー先物相場） 
  
  

（資産） 

総資産は前連結会計年度末に比べて３億３百万円増加し、443億10百万円となりました。 
  流動資産は３億55百万円増加し、191億83百万円となりましたが、これは有価証券の増加（２億14百万
円増）や原材料価格の高騰等によるたな卸資産の増加（１億86百万円増）などによるものであります。  
固定資産は51百万円減少し、251億26百万円となりました。有形固定資産は、建物及び機械装置等の減

価償却が固定資産の新規取得額を上回ったことなどにより３億95百万円減少し、無形固定資産はソフトウ
ェアの減価償却が進んだことなどにより73百万円減少しました。投資その他の資産では、投資有価証券の
増加（４億４百万円増）などにより４億16百万円増加しました。 

（負債） 

流動負債は前連結会計年度末に比べて３億１百万円増加し、80億16百万円となりました。これは未払法
人税等が増加（２億85百万円増）したことなどによるものであります。 
固定負債は85百万円増加し、21億32百万円となりました。これは主に短期借入金の借換えによる長期借

入金の増加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83百万円減少し、341億61百万円となりました。これはその他有価
証券評価差額金の減少（１億26百万円減）によるものであります。 
  

  

金融市場の混乱等により景気の減速感がますます強まり、また生活防衛意識の高まりから個人消費も減
退するなどの厳しい経営環境は続いており、第３四半期以降もこの傾向はさらに悪化することが予測され
ます。このような状況下、通期の業績見通しにつきましては、当初計画を下回る見込みであります。  
通期の業績見通しは、売上高535億30百万円（前期比1.0％減）、営業利益６億80百万円（同158.3％

増）、経常利益９億20百万円（同38.0％増）、当期純利益３億50百万円（同78.1％増）となる見込みであ
ります。  
詳細につきましては、平成20年10月27日付「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。  
  

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

記載すべき重要な事項はありません。 

  

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、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、当第２四半期連結累計期間の営業利益、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。  
  なお、セグメント情報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、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用
し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引
に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額
法を採用しております。  
 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常
の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。  
 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、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。  
 なお、セグメント情報に与える影響は軽微であります。  

連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用 

「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会
平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を第１四半期連結会計期間から適用しております。  
 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、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。  
 なお、セグメント情報に与える影響はありません。  

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、経済的耐用年数を見直
した結果、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、当第２四半期連結累計期間の営業利益、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. その他

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

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

(4) 追加情報
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5. 【四半期連結財務諸表】

  (1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,118 6,155

受取手形及び売掛金 7,603 7,579

有価証券 2,188 1,973

商品 357 350

製品 741 704

原材料 1,132 979

仕掛品 168 177

貯蔵品 84 86

繰延税金資産 341 259

その他 486 597

貸倒引当金 △38 △36

流動資産合計 19,183 18,828

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,504 7,686

機械装置及び運搬具（純額） 3,266 3,546

土地 6,316 6,316

その他（純額） 812 745

有形固定資産合計 17,899 18,294

無形固定資産 500 573

投資その他の資産

投資有価証券 3,853 3,449

長期貸付金 395 362

繰延税金資産 3 22

差入保証金 1,691 1,654

その他 1,102 1,144

貸倒引当金 △320 △322

投資その他の資産合計 6,727 6,310

固定資産合計 25,126 25,178

資産合計 44,310 44,007
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日) 

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,015 4,876

短期借入金 173 296

未払金 1,092 1,309

未払法人税等 356 71

賞与引当金 604 443

その他 775 717

流動負債合計 8,016 7,715

固定負債

長期借入金 460 260

繰延税金負債 292 402

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 177 229

その他 504 459

固定負債合計 2,132 2,046

負債合計 10,149 9,762

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 27,506 27,477

自己株式 △629 △640

株主資本合計 36,215 36,175

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 499 625

土地再評価差額金 △3,701 △3,701

為替換算調整勘定 △2 6

評価・換算差額等合計 △3,204 △3,069

少数株主持分 1,151 1,139

純資産合計 34,161 34,245

負債純資産合計 44,310 44,007
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(2) 【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

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

売上高 26,593

売上原価 17,915

売上総利益 8,678

販売費及び一般管理費

広告宣伝費及び見本費 734

荷造運搬費 599

車両費 289

貸倒引当金繰入額 18

役員報酬 175

給料及び賞与 2,904

賞与引当金繰入額 511

退職給付引当金繰入額 117

福利厚生費 459

賃借料 692

減価償却費 307

消耗品費 185

研究開発費 126

その他 1,153

販売費及び一般管理費合計 8,275

営業利益 402

営業外収益

受取利息 21

受取配当金 32

負ののれん償却額 54

その他 56

営業外収益合計 165

営業外費用

支払利息 5

持分法による投資損失 17

その他 3

営業外費用合計 27

経常利益 540

特別損失

固定資産除却損 36

特別損失合計 36

税金等調整前四半期純利益 503

法人税、住民税及び事業税 323

法人税等調整額 △85

法人税等合計 237

少数株主利益 16

四半期純利益 249
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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2四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日)

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 503

減価償却費 914

負ののれん償却額 △54

固定資産除却損 36

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0

賞与引当金の増減額（△は減少） 160

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 △54

支払利息 5

持分法による投資損益（△は益） 17

売上債権の増減額（△は増加） △23

たな卸資産の増減額（△は増加） △186

仕入債務の増減額（△は減少） 139

未払金の増減額（△は減少） △217

その他 207

小計 1,449

利息及び配当金の受取額 51

利息の支払額 △6

法人税等の支払額 △37

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,457

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 △1,620

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 △1,214

投資有価証券の償還による収入 800

有形固定資産の取得による支出 △422

その他 △112

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,560

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 300

長期借入金の返済による支出 △223

配当金の支払額 △220

その他 10

財務活動によるキャッシュ・フロー △133

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △236

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 6,003
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

  
【事業の種類別セグメント情報】 

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

 
(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、  

                    コーヒー農園の経営  
         飲食関連事業   飲食店の経営  
         その他      運送物流事業、損害保険代理店業務、飲料等の製造販売など 

【所在地別セグメント情報】 

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

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２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

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。 

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

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)

売上高及び営業利益

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

23,371 2,611 611 26,593 ― 26,593

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

114 1 533 649 (649) ―

計 23,486 2,612 1,144 27,243 (649) 26,593

 営業利益 685 26 83 794 (392) 402

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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(1) 中間連結損益計算書 

「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

前中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 27,010 100.0

Ⅱ 売上原価 18,167 67.3

   売上総利益 8,843 32.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 広告宣伝費・見本費 746

 ２ 荷造運送費 702

 ３ 車両費 272

 ４ 貸倒引当金繰入額 4

 ５ 役員報酬 190

 ６ 給料賞与 3,242

 ７ 賞与引当金繰入額 538

 ８ 退職給付引当金 
   繰入額

△3

 ９ 福利厚生費 452

 10 賃借料 784

 11 減価償却費 325

 12 消耗品費 216

 13 研究開発費 125

 14 その他 1,069 8,669 32.1

   営業利益 173 0.6

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 22

 ２ 受取配当金 81

 ３ 貸倒引当金戻入益 27

 ４ 負ののれん償却額 54

 ５ その他 59 245 0.9
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前中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９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 3

 ２ 持分法による投資損失 12

 ３ その他 3 18 0.0

   経常利益 400 1.5

Ⅵ 特別利益

    固定資産売却益 157 157 0.6

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 144

  ２ 投資有価証券評価損 39

 ３ 過年度給与等 1,900 2,084 7.7

   税金等調整前中間純損失（△） △1,525 △5.6

   法人税、住民税及び事業税 249

   法人税等調整額 △796 △547 △2.0

   少数株主利益 7 0.0

   中間純損失（△） △985 △3.6
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(2) 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19年４月１日
至 平成19年９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

   税金等調整前中間純損失 △1,525

   減価償却費 911

   負ののれん償却額 △54

   固定資産除却損 144

   投資有価証券評価損 39

   貸倒引当金の減少額 △25

   賞与引当金の減少額 △152

   退職給付引当金の増加額 5

   受取利息及び受取配当金 △104

   支払利息 3

   持分法による投資損益 12

      過年度給与等 1,900

      固定資産売却益 △157

  売上債権の増加額 △271

   たな卸資産の増加額 △283

   仕入債務の増加額 959

   未払金の増加額 131

   その他 △274

    小計 1,258

   利息及び配当金の受取額 102

   利息の支払額 △3

   法人税等の支払額 △263

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

1,094
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前中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９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

   有価証券の取得による支出 △458

      投資有価証券の取得による支出 △213

   投資有価証券の売却及び償還による収入 750

   有形固定資産の取得による支出 △1,434

      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 △13

   その他 △45

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△1,399

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

      短期借入による収入 130

   長期借入金の返済による支出 △88

   ストックオプションの行使による収入 193

   配当金の支払額 △219

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

16

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 △288

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中間期末残高 5,081
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【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19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
(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、  

                    コーヒー農園の経営  
         飲食関連事業   飲食店の経営  
         その他      運送物流事業、損害保険代理店業務、飲料等の製造販売など 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成19年４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19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

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

記載を省略しております。 

(3) セグメント情報

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)

Ⅰ 売上高及び営業利益

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

23,646 2,649 713 27,010 ― 27,010

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

118 2 451 573 (573) ―

計 23,765 2,652 1,165 27,583 (573) 27,010

 営業利益 567 16 85 669 (496) 173

6. その他の情報

- 14 -




