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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4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3月期第3四半期 41,309 ― 1,173 ― 1,376 ― 716 ―
20年3月期第3四半期 41,738 2.2 730 △63.3 1,045 △54.5 492 △55.9

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3四半期 32.44 32.43
20年3月期第3四半期 22.35 22.28

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3四半期 45,061 34,175 73.3 1,496.62
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3四半期  33,047百万円 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  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 53,530 △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、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） 

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。  

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3四半期  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3四半期  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3四半期  22,079,176株 20年3月期第3四半期  22,041,706株



当第３四半期連結累計期間（平成20年４月1日から平成20年12月31日までの９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端を発した米国発の金融危機が日本経済を直撃
し、景気後退が一段と深刻化しております。 
コーヒー業界につきましては、コーヒー生豆の国際相場は７月上旬には１ポンドあたり150セントを突

破し、その後は140セント前後で推移しておりましたが、ここにきて110～120セント前後で推移するなど
不安定な相場が続いております。また、個人所得の伸び悩みや雇用不安、物価上昇などにより個人消費の
冷え込みも進んでおります。 
このような経営環境の中、当社グループは「品質第一主義」の経営理念のもと、粉砕直後のレギュラー

コーヒーを缶製品に充填・密封包装することを可能にした世界初の新製法『ＡＲＯＭＡ ＦＬＡＳＨ（ア
ロマフラッシュ）』を開発し、「挽きたての香り」を封じ込めた差別性の高い新商品を投入するなど、質
にこだわるお客様のニーズにお応えする商品開発や企画提案型の営業活動を積極的に展開致しました。 
発売30周年を迎えたトアルコトラジャについては、国内最大級の環境総合展示会であるエコプロダクツ

2008など国内外の展示会への出展をはじめとして積極的なＰＲ活動を展開致しました。また、雑誌や新聞
などの多くの媒体においても、永年に亘りインドネシア・トラジャ地方の地域社会と共生し、その発展に
貢献してきたトラジャ事業の意義などが取り上げられ、これらを通してトアルコトラジャコーヒーの美味
しさを多くの方々にご紹介することが出来ました。  
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の見直しや業務の効率

化などを行うことにより製造原価上昇の抑制に努め、販売価格につきましても引続き改定の取組みを行っ
ております。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は413億９百万円（前年同期比1.0％減）、営業利益は11
億73百万円（同60.7％増）、経常利益は13億76百万円（同31.6％増）、当第３四半期純利益は７億16百万
円（同45.4％増）となりました。  

なお、前年同期比は参考として記載しております。  

事業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、美味しいトアルコトラジャコーヒーを提供するお店とのパートナーシップの強化な

ど、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致しました。 
家庭用市場では、歳暮期に「氷温熟成珈琲」を「ＡＲＯＭＡ ＦＬＡＳＨ（アロマフラッシュ）」製法

でつくりあげた缶製品やドリップオン製品を詰め合わせたギフトセットを発売致しました。 
直営のビーンズショップでは、ブラジルコーヒー産業における日本人移民の変遷を辿る４種類のコーヒ

ーを詰め合わせた「日本人ブラジル移住100周年記念ギフト」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、健康志向の高まりに対応する飲むコンニャク
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’にて販売致しました。

この結果、当第３四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366億78百万円（前年同期
比0.8％減）、営業利益は16億99百万円（同27.1％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、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っております。 
出店状況につきましては、新規に22店（直営店５店、ＦＣ店17店）を出店致しました。一方、不採算店

を中心に19店（直営店２店、ＦＣ店17店）を閉鎖し、店舗数は320店（直営店61店、ＦＣ店259店）となり
ました。  

この結果、当第３四半期連結累計期間における飲食関連事業の売上高は38億63百万円（前年同期比
1.0％減）、営業利益は連結子会社の上海愛徳鍵餐飲管理有限公司の損失計上により３百万円（同81.2％
減）となりました。 

(その他) 

ニック食品株式会社では、今後の業容拡大のため、インスタントコーヒーの充填ラインを新たに設置致
しました。 
 この結果、当第３四半期連結累計期間におけるその他事業の売上高は７億67百万円（前年同期比11.0％
減）、営業利益は56百万円（同21.7％増）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



（資産） 

総資産は前連結会計年度末に比べて10億53百万円増加し、450億61百万円となりました。  
流動資産は17億74百万円増加し、206億２百万円となりましたが、これは受取手形及び売掛金の増加

（15億94百万円増）、原材料価格の高騰等によるたな卸資産の増加（５億３百万円増）などによるもので
あります。  
固定資産は７億20百万円減少し、244億58百万円となりました。有形固定資産は、建物及び機械装置等

の減価償却が新規取得額を上回ったことなどにより５億36百万円減少し、無形固定資産もソフトウェアの
減価償却が進んだことなどにより97百万円減少しました。投資その他の資産では、投資有価証券の減少
（１億15百万円減）などにより86百万円減少しました。 

（負債） 

流動負債は前連結会計年度末に比べて11億58百万円増加し、88億74百万円となりました。これは支払手
形及び買掛金が増加（７億99百万円増）したことなどによるものであります。  
固定負債は35百万円減少し、20億11百万円となりました。これは長期借入金が増加（１億67百万円増）

した一方で、繰延税金負債が大幅に減少（２億６百万円減）したこと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69百万円減少し、341億75百万円となりました。これはその他有価
証券評価差額金の減少（３億33百万円減）によるものであります。 
  

  

平成21年３月期の業績予想につきましては、当第３四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10月27日に公表致しました業績予想の変更はございません。 
  

  
  

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３四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。  

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

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



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３四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３四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３四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。 

  

(4) 追加情報



5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,778 6,155

受取手形及び売掛金 9,174 7,579

有価証券 2,192 1,973

商品 415 350

製品 785 704

原材料 1,342 979

仕掛品 173 177

貯蔵品 83 86

繰延税金資産 203 259

その他 498 597

貸倒引当金 △46 △36

流動資産合計 20,602 18,828

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,485 7,686

機械装置及び運搬具（純額） 3,096 3,546

土地 6,316 6,316

その他（純額） 860 745

有形固定資産合計 17,758 18,294

無形固定資産 475 573

投資その他の資産   

投資有価証券 3,334 3,449

長期貸付金 378 362

繰延税金資産 48 22

差入保証金 1,712 1,654

その他 1,069 1,144

貸倒引当金 △319 △322

投資その他の資産合計 6,224 6,310

固定資産合計 24,458 25,178

資産合計 45,061 44,007



（単位：百万円）

当第３四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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,675 4,876

短期借入金 289 296

未払金 1,266 1,309

未払法人税等 402 71

賞与引当金 281 443

その他 959 717

流動負債合計 8,874 7,715

固定負債   

長期借入金 427 260

繰延税金負債 196 402

再評価に係る繰延税金負債 634 634

退職給付引当金 61 60

負ののれん 150 229

その他 541 459

固定負債合計 2,011 2,046

負債合計 10,885 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 27,751 27,477

自己株式 △629 △640

株主資本合計 36,461 36,175

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 291 625

土地再評価差額金 △3,701 △3,701

為替換算調整勘定 △4 6

評価・換算差額等合計 △3,413 △3,069

少数株主持分 1,128 1,139

純資産合計 34,175 34,245

負債純資産合計 45,061 44,007



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 41,309

売上原価 27,836

売上総利益 13,472

販売費及び一般管理費  

広告宣伝費及び見本費 1,094

荷造運搬費 945

車両費 428

貸倒引当金繰入額 35

役員報酬 259

給料及び賞与 4,767

賞与引当金繰入額 229

退職給付引当金繰入額 174

福利厚生費 702

賃借料 1,024

減価償却費 471

消耗品費 268

研究開発費 196

その他 1,698

販売費及び一般管理費合計 12,298

営業利益 1,173

営業外収益  

受取利息 31

受取配当金 48

負ののれん償却額 82

その他 69

営業外収益合計 232

営業外費用  

支払利息 9

持分法による投資損失 13

その他 6

営業外費用合計 29

経常利益 1,376

特別利益  

投資有価証券売却益 76

特別利益合計 76

特別損失  

固定資産除却損 54

投資有価証券売却損 18

投資有価証券評価損 51

特別損失合計 124

税金等調整前四半期純利益 1,328

法人税、住民税及び事業税 566

法人税等調整額 51

法人税等合計 618

少数株主損失（△） △6



（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

四半期純利益 716



   (3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 1,328

減価償却費 1,376

負ののれん償却額 △82

固定資産除却損 54

投資有価証券評価損益（△は益） 51

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7

賞与引当金の増減額（△は減少） △162

退職給付引当金の増減額（△は減少） 0

受取利息及び受取配当金 △80

支払利息 9

持分法による投資損益（△は益） 13

投資有価証券売却損益（△は益） △58

売上債権の増減額（△は増加） △1,594

たな卸資産の増減額（△は増加） △503

仕入債務の増減額（△は減少） 799

未払金の増減額（△は減少） △27

その他 423

小計 1,555

利息及び配当金の受取額 72

利息の支払額 △9

法人税等の支払額 △215

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,402

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

定期預金の払戻による収入 300

有価証券の取得による支出 △1,655

有価証券の償還による収入 2,050

投資有価証券の取得による支出 △1,314

投資有価証券の売却及び償還による収入 1,056

有形固定資産の取得による支出 △711

その他 △122

投資活動によるキャッシュ・フロー △597



（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 304

短期借入金の返済による支出 △160

長期借入れによる収入 300

長期借入金の返済による支出 △284

配当金の支払額 △441

その他 10

財務活動によるキャッシュ・フロー △271

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） 533

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 6,773



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３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

 
(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３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

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３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

  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

36,678 3,863 767 41,309 ― 41,309

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

172 2 755 930 (930) ―

計 36,850 3,866 1,522 42,239 (930) 41,309

 営業利益 1,699 3 56 1,759 (585) 1,173

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



前年同四半期に係る財務諸表等 

「参考」

(1)（要約）前四半期連結損益計算書

前第３四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 41,738 100.0

Ⅱ 売上原価 27,978 67.0

   売上総利益 13,759 33.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 広告宣伝費・見本費 1,198

 ２ 荷造運送費 1,115

 ３ 車両費 411

 ４ 貸倒引当金繰入額 10

 ５ 役員報酬 281

 ６ 給料賞与 5,257

 ７ 賞与引当金繰入額 303

 ８ 退職給付引当金繰入額 △9

 ９ 福利厚生費 667

 10 賃借料 1,171

 11 減価償却費 497

 12 消耗品費 315

 13 研究開発費 211

 14 その他 1,595 13,028 31.2

   営業利益 730 1.8

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 31

 ２ 受取配当金 123

 ３ 貸倒引当金戻入益 24

 ４ 負ののれん償却額 81

 ５ その他 82 343 0.8



  

前第３四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31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 5

 ２ 持分法による投資損失 15

 ３ その他 7 27 0.1

   経常利益 1,045 2.5

Ⅵ 特別利益

 １ 投資有価証券売却益 1,916

 ２ 固定資産売却益 157 2,074 5.0

Ⅶ 特別損失

  １  固定資産除却損 155

 ２ 投資有価証券売却損 22

 ３ 投資有価証券評価損 20

 ４ 過年度給与等 1,900 2,098 5.0

   税金等調整前四半期純利益 1,021 2.5

   法人税、住民税及び事業税 520

   法人税等調整額 13 534 1.3

少数株主損失(△) △5 △0.0

   四半期純利益 492 1.2



(2)（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31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純利益 1,021

   減価償却費 1,401

   負ののれん償却額 △81

   固定資産除却損 155

   投資有価証券評価損 20

   貸倒引当金の減少額 △16

   賞与引当金の減少額 △449

   退職給付引当金の増加額 3

   受取利息及び受取配当金 △154

   支払利息 5

   持分法による投資損益 15

   過年度給与等 1,900

   固定資産売却益 △157

   投資有価証券売却損 22

   投資有価証券売却益 △1,916

   売上債権の増加額 △2,001

   たな卸資産の増加額 △448

   仕入債務の増加額 1,108

   未払金の減少額 △1,116

   その他 △22

    小計 △710

   利息及び配当金の受取額 153

   利息の支払額 △5

   法人税等の支払額 △673

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

△1,235



   

前第３四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31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 △538

   投資有価証券の取得による支出 △221

    投資有価証券の売却及び償還に
よる収入

5,036

   有形固定資産の取得による支出 △1,969

      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 165

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

2,474

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 185 

   短期借入金の返済による支出 △130

      長期借入による収入 200

   長期借入金の返済による支出 △141

   ストックオプションの行使による 
   収入

194

   配当金の支払額 △440

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

△132

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増加額 1,106

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 
  残高

6,477



【事業の種類別セグメント情報】 

 前第３四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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】 

 前第３四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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】 

 前第３四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日) 

  海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、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)

売上高及び営業利益

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

36,971 3,904 862 41,738 ― 41,738

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

177 4 634 816 (816) ―

計 37,148 3,909 1,496 42,554 (816) 41,738

 営業利益 1,337 17 46 1,401 (671) 730

6. その他の情報




