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1.  平成21年9月期第1四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年9月期第1四半期 5,394 △11.5 △14 ― △184 ― △271 ―

20年9月期第1四半期 6,096 ― 38 ― 42 ― △20 ―

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9月期第1四半期 △39.65 ―

20年9月期第1四半期 △3.02 ―

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9月期第1四半期 19,353 5,642 28.8 812.90
20年9月期 18,568 6,319 33.5 908.59

（参考） 自己資本   21年9月期第1四半期  5,564百万円 20年9月期  6,219百万円

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9月期 ― 12.50 ― 12.50 25.00
21年9月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年9月期（予想） ――― 12.50 ― 12.50 12.50

3.  平成21年9月期の連結業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30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  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

第2四半期連結累計期間 10,882 △8.7 40 ― △172 ― △286 ― △41.78

通期 22,349 △2.4 290 ― 140 ― 40 ― 5.87

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

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

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

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

（注）詳細は、３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） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としており
ます。実際の業績は、今後、様々な要因によって大きく異なる可能性があります。  

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年9月期第1四半期  6,869,200株 20年9月期  6,869,200株

② 期末自己株式数 21年9月期第1四半期  24,080株 20年9月期  23,690株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年9月期第1四半期  6,845,290株 20年9月期第1四半期  6,846,710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10月1日から平成20年12月31日までの3ヶ月間）における当社グループを取り巻く環境は、米

国サブプライム・ローン問題に端を発した世界的な金融市場の混乱、素材や資源価格の暴騰後の大暴落、さらに株式

市場の低迷と為替市場の急激な円高ドル安進行など非常に深刻な状況にあります。世界的規模で景気停滞懸念が広が

る中で企業収益の悪化による設備投資の減少、人員削減の問題など、景気の減速感がさらに強まっており、個人消費

におきましては生活防衛のために買い控えや節約意識を高めるなど、お客様の購買意欲が低下するなど、景気のさら

なる下振れリスクが高まっております。

　このような経営環境におきまして、平成20年9月26日付で中期経営計画（「革進と挑戦　40ｔｈ」）を策定し、「コー

ヒー関連事業」におきましては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、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、併せて「飲食関連事業」、「コーヒー関連以外の仕入商材販

売事業」、「その他の事業」の推進に注力いたしました。

　「コーヒー関連事業」につきましては、当第１四半期より中国において焙煎事業を開始いたしました。国内におい

ては、主力の工業用コーヒーの他、業務用コーヒー、家庭用コーヒーの分野におきまして「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推進いたしましたが、景気悪化の影響を受け、主力の缶コーヒー・ペッ

トボトルコーヒー・チルドカップコーヒー向けの工業用コーヒーと外食チェーン店・オフィスコーヒー向けの業務用

コーヒーの売上高が減少し、さらに中国における焙煎事業の開業に伴う諸経費の発生もあり、当第1四半期の「コー

ヒー関連事業」の売上高は42億10百万円（前年同四半期比14.4％減）、その営業利益は△1百万円（前年同四半期は1

億33百万円の営業利益）となりました。

　「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の株式会社インストアメディア社、及び関連会社の

大連欧米奇咖啡有限公司を通しての事業であり、特に国内において運営される店舗の収益改善に努力した結果、当第

1四半期の「飲食関連事業」の売上高は5億20百万円（前年同四半期比2.4％増）、その営業利益は△23百万円（前年同

四半期は△98百万円の営業利益）となりました。

　「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事業を行っており、当第1四半期の「コーヒー関連以外の仕入商材販売事業」の売上

高は6億27百万円（前年同四半期比6.6％減）、その営業利益は5百万円（前年同四半期は4百万円の営業利益）となり

ました。

　「その他の事業」につきましては、当社グループは連結子会社の上海緑一企業有限公司を通しての事業であり、パ

ルプモールド製品の製造・販売を行っており、当第1四半期の「その他の事業」の売上高は36百万円、その営業利益は

4百万円となりました。

　以上の結果、第1四半期の売上高は53億94百万円（前年同四半期比11.5％減）、営業利益は△14百万円（前年同四半

期は38百万円の営業利益）、経常利益は△1億84百万円（前年同四半期は42百万円の経常利益）、第1四半期純利益は

△2億71百万円（前年同四半期は△20百万円の第1四半期純利益）となりました。

　なお、経常利益と第1四半期純利益の赤字につきましては、当社にて営業外費用として有価証券運用損、為替差損及

びデリバティブ損失を合計1億77百万円計上し、また特別損失として投資有価証券評価損を計上したことによります。
 

２．連結財政状態に関する定性的情報
　当第1四半期の総資産は、前連結会計年度末比7億84百万円増加し、193億53百万円となりました。増減の内訳は流動

資産が9億80百万円増加いたしましたが、その主な要因は現金及び預金が7億76百万円、受取手形及び売掛金が3億29百

万円増加いたしましたが、有価証券が1億31百万円減少したことによります。また、固定資産が1億95百万円減少いた

しましたが、その主な要因は、投資有価証券が2億6百万円減少したことによります。

　負債合計は、前連結会計年度末比14億62百万円増加し、137億10百万円となりました。増減の内訳は流動負債が15億

18百万円増加いたしましたが、その主な要因は、支払手形及び買掛金が12億87百万円、その他が5億62百万円それぞれ

増加いたしましたが、短期借入金が1億86百万円、1年内返済予定の長期借入金が61百万円それぞれ減少したことによ

ります。

　純資産は、前連結会計年度末比6億77百万円減少し、56億42百万円となりました。この結果、当第1四半期の自己資

本比率は28.8％となり、前連結会計年度末比4.7ポイント減少しております。
 

３．連結業績予想に関する定性的情報
　金融市場の混乱等の影響により、景気の減速感が非常に強まっており、個人消費が減退するなど、厳しい経営環境

が続いております。今後の連結業績予想につきましては、需要回復の見通しが厳しい状況にあり、株式市場や為替相

場の動静も不透明であるため、第2四半期連結累計期間は売上高108億82百万円、営業利益40百万円、経常利益△1億72

百万円、四半期純利益△2億86百万円に、通期は売上高223億49百万円、営業利益2億90百万円、経常利益1億40百万円、

当期純利益40百万円に修正いたします。

　詳細につきましては、平成21年1月30日付「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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４．その他

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

 

　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

 

　簡便な会計処理

　　採用した簡便な会計処理のうち、重要なものはありません。

　四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　　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

 

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用

　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。

 

②重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

　たな卸資産

　通常の販売目的で所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、「たな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

に基づく簿価切り下げの方法）により算定しています。この変更による影響は軽微であります。

 

③「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

　当第１四半期連結会計期間より、「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」

（実務対応報告第18号平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。この変更による

影響はありません。

 

④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、賃貸借取引にかか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））および「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、通常の売買取引にかか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。この変更による影響はありません。

 

（４）追加情報

 

　有形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：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,965,836 1,189,752

受取手形及び売掛金 6,684,560 6,354,716

有価証券 80,924 212,279

商品 79,339 79,297

製品 167,226 190,004

原材料 419,799 355,742

仕掛品 25,034 36,071

貯蔵品 3,907 3,907

繰延税金資産 61,685 59,532

その他 374,908 404,012

貸倒引当金 △62,949 △65,925

流動資産合計 9,800,273 8,819,391

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,344,420 5,348,841

減価償却累計額 △1,396,118 △1,345,527

減損損失累計額 △354,546 △354,546

建物及び構築物（純額） 3,593,756 3,648,768

機械装置及び運搬具 3,304,270 3,329,497

減価償却累計額 △2,479,757 △2,470,575

減損損失累計額 △215,664 △215,664

機械装置及び運搬具（純額） 608,848 643,257

土地 1,728,715 1,729,525

建設仮勘定 8,379 －

その他 314,053 312,320

減価償却累計額 △197,287 △189,470

減損損失累計額 △19,432 △19,432

その他（純額） 97,333 103,416

有形固定資産合計 6,037,033 6,124,968

無形固定資産   

その他 112,490 115,311

無形固定資産合計 112,490 115,311

投資その他の資産   

投資有価証券 1,458,997 1,665,014

破産更生債権等 2,236,533 2,255,685

繰延税金資産 1,437,646 1,307,877

その他 389,364 398,807

貸倒引当金 △2,119,312 △2,118,945
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年９月30日) 

投資その他の資産合計 3,403,228 3,508,439

固定資産合計 9,552,752 9,748,719

資産合計 19,353,025 18,568,111

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,959,277 3,672,031

短期借入金 5,857,193 6,043,296

1年内返済予定の長期借入金 344,222 405,632

未払法人税等 5,357 10,703

賞与引当金 52,335 107,037

店舗閉鎖損失引当金 259,900 283,428

その他 1,261,497 698,817

流動負債合計 12,739,783 11,220,947

固定負債   

長期借入金 730,144 743,476

役員退職慰労引当金 100,762 137,436

負ののれん 114,653 121,397

その他 25,359 25,359

固定負債合計 970,918 1,027,669

負債合計 13,710,702 12,248,617

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,711,500 2,711,500

資本剰余金 2,898,600 2,898,600

利益剰余金 445,974 802,944

自己株式 △37,681 △37,240

株主資本合計 6,018,393 6,375,803

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △112,804 △13,504

繰延ヘッジ損益 △332,352 △143,208

為替換算調整勘定 △8,871 667

評価・換算差額等合計 △454,028 △156,045

少数株主持分 77,958 99,736

純資産合計 5,642,323 6,319,494

負債純資産合計 19,353,025 18,568,111
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 5,394,297

売上原価 4,400,177

売上総利益 994,120

販売費及び一般管理費 1,008,867

営業利益 △14,746

営業外収益  

受取利息 844

受取配当金 1,670

負ののれん償却額 6,744

受取家賃 16,194

持分法による投資利益 13,677

その他 5,780

営業外収益合計 44,910

営業外費用  

支払利息 29,410

有価証券運用損 64,808

デリバティブ評価損 87,445

その他 33,071

営業外費用合計 214,735

経常利益 △184,571

特別利益  

貸倒引当金戻入額 7,393

特別利益合計 7,393

特別損失  

固定資産除却損 21

投資有価証券評価損 114,893

特別損失合計 114,914

税金等調整前四半期純利益 △292,093

法人税、住民税及び事業税 1,900

法人税等調整額 △2,104

法人税等合計 △204

少数株主利益 △20,487

四半期純利益 △271,401
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（３）継続企業の前提に関する注記

 

　該当事項はありません。

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

 

　当社は当第１四半期連結累計期間において271,401千円の四半期純損失を計上いたしました。また、剰余金の配

当85,568千円を行ったことなどにより、当第１四半期連結会計期間末において利益剰余金が前連結会計年度末と

比べて356,969千円減少し、当四半期連結会計期間末における株主資本は6,018,393千円となっております。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年9月期
第1四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 6,096,984

Ⅱ　売上原価 5,033,253

売上総利益 1,063,731

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,024,851

営業利益 38,879

Ⅳ　営業外収益 84,513

Ⅴ　営業外費用 81,219

経常利益 42,173

Ⅵ　特別利益 3,219

Ⅶ　特別損失 228

税金等調整前四半期純利益 45,163

税金費用 65,838

四半期純利益 △20,674
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