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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 12,869 △5.3 297 △17.8 361 △18.0 188 △20.7
21年3月期第1四半期 13,594 ― 361 ― 441 ― 237 ―

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

22年3月期第1四半期 8.55 8.54
21年3月期第1四半期 10.78 10.77

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

22年3月期第1四半期 43,203 33,758 75.4 1,475.72
21年3月期 42,777 33,624 75.9 1,471.20

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  32,590百万円 21年3月期  32,485百万円

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

21年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想） 10.00 ― 10.00 20.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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 26,500 △0.4 650 61.5 770 42.4 390 56.0 17.66

通期 52,650 △0.9 1,060 79.8 1,330 58.2 600 69.6 27.17



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） 

(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。 
詳細につきましては、4ページ【定性的情報・財務諸表等】3．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 22,464,000株 21年3月期  22,464,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  379,874株 21年3月期  382,824株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 22,082,143株 21年3月期第1四半期 22,075,176株



当第１四半期連結累計期間（平成21年４月1日から平成21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、昨年秋以降の世界的な金融危機の影響を受けた景気後退が一層深刻化し、雇
用情勢の悪化や個人消費が冷え込むなど大変厳しい状況でありました。また、新型インフルエンザの発生
も生活者の消費活動に大きな影響を与えました。  

コーヒー業界につきましても、景気の後退を背景とした生活者の先行きに対する不安から、生活防衛意
識や低価格志向がますます高まり、また外食市場も急激に悪化するなど、厳しい経営環境で推移致しまし
た。 
このような市場環境の下、当社グループはコーヒーの持つ魅力を生活者にお届けし続けるという企業使

命を果たすため、「品質第一主義」の経営理念に基づき、「収益性回復」「生産性向上」「ブランド価値
向上」を３つの柱とした経営を推進致しております。 
業績面につきましては、グループ全体が一丸となって生活者価値にお応えする新商品開発や提案活動を

行ってまいりましたが、コーヒー関連事業の原料用市場におけるレギュラーコーヒーの販売実績が減少
し、売上面や利益面に少なからぬ影響が及ぶこととなりました。 

以上の結果、当社グループの当第１四半期連結累計期間の売上高は、128億69百万円（前年同期比5.3％
減）、利益につきましては、原材料調達の効率化や販管費の圧縮を行ったものの売上高減少に伴う売上総
利益の減少をカバーすることができず、営業利益は２億97百万円（同17.8％減）、経常利益は３億61百万
円（同18.0％減）、純利益は１億88百万円（同20.7％減）となりました。  

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） 

コーヒー関連事業では、新たなコーヒー需要の創出に繋げるために、一人前のコーヒーを個包装し、専
用のコーヒーマシンにセットするだけで手軽に香り高いコーヒーが楽しめるコーヒーの新抽出システム
「ＳＯＦＴ ＰＯＤ（ソフトポッド)システム」の設置ロケーションの開拓に取組んでおります。 
 独自に開発致しました自家焙煎システム「ＳＲＳ（ショップ・ロースティング・システム）」は、４月
に首都圏、６月には近畿圏で同システムを導入した店舗がオープン致しました。 
 業務用市場では、高付加価値商品である「トアルコ トラジャ コーヒー」や「氷温熟成珈琲」、新たに
発売致しました「有機栽培珈琲リキッド」の拡販活動を進めました。また、お取引先の売上げ向上の支援
策として「ワールドカレーフェア」や「インドカレーフェア」を提案するとともに、プロジーヌブランド
のカレー新商品も発売致しました。 
家庭用市場では、商品カテゴリー別に新商品の投入やリニューアルを行いました。ドリップオン（Ｄ

Ｏ）シリーズでは「バラエティパック」の中身に新アイテムを詰め合わせバラエティー感の向上を図りま
した。真空パック（ＶＰ）シリーズでは、生活者の健康志向にお応えするために「有機栽培アイスコーヒ
ー」を新発売致しました。また、フレキシブルパック（ＦＰ）シリーズには、「ＧＲＡＮＤ ＲＯＡＳＴ
（グランドロースト）」にアイスコーヒー商品を投入致しました。 
直営のキーコーヒーショップでは、希少性の高いコーヒーの提案や人気のあるスウィーツの取扱いな

ど、お客様が来店されるたびに新たな感動を発見できる売場作りを推進し、収益性の向上を図っておりま
す。 
 原料用市場では、市場競争が激化している中、原料が採用されている商品の販売動向の影響を受け、レ
ギュラーコーヒーの販売金額及び販売数量が前年を下回ることになりました。 
 キーコーヒーコミュニケーションズ株式会社は、オフィスサービス事業においてはコーヒーのカップ自
動販売機や「ＳＯＦＴ ＰＯＤ（ソフトポッド）システム」の設置に注力し、通販事業においては「ＫＥ
ＹＣＯＦＦＥＥ通販倶楽部」の会員増加策を推進致しました。 

この結果、当第１四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111億３百万円（前年同期
比6.4％減）、営業利益は３億42百万円（同31.2％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では、創業30周年を記念したプレミアムスウィーツとして、厳選した素材を
使用し創り上げた「沖縄黒糖極ロール」、「生キャラメルプリン」を発売致しました。 
 また、「カフェ・ヴィゴーレ」の一部店舗においては、新たに有機野菜を使用した野菜ジュースを取り
扱うなど、健康に対して高い関心を持つ女性客を意識したメニュー展開を開始致しました。  
出店状況につきましては,新規に６店（直営店１店、FC店５店）を出店致しました。一方、８店（直営

店１店、FC店７店）を閉鎖し、店舗数は314店（直営店63店、FC店251店）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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この結果、当第１四半期連結累計期間における飲食関連事業の売上高は13億26百万円（前年同期比
1.2％減）、営業利益は販促費の減少により37百万円（同745.3％増）となりました。 

（その他） 

当第１四半期連結累計期間におけるその他事業の売上高は４億39百万円（前年同期比14.3％増）、営業
利益は94百万円（同21.5％増）となりました。 

  

（資産） 

総資産は前連結会計年度末に比べて４億26百万円増加し、432億３百万円となりました。  
流動資産は10億27百万円増加し、202億62百万円となりました。これは原材料など、たな卸資産の増加

（６億67百万円増）、現金及び預金の増加（４億22百万円増）などによるものであります。  
固定資産は６億１百万円減少し、229億41百万円となりました。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２億83百万円減少し、無形固定資産もソフトウエアの
減価償却が進んだことなどにより32百万円減少しました。投資その他の資産では、投資有価証券の減少
（1億83百万円減）などにより２億85百万円減少しました。 

（負債） 

流動負債は前連結会計年度末に比べて３億65百万円増加し、76億20百万円となりました。これは未払法
人税等が２億55百万円減少した一方で、支払手形及び買掛金が増加（７億20百万円増）したことによるも
のです。 
固定負債は73百万円減少し、18億25百万円となりました。これは長期借入金の減少（37百万円減）、負

ののれんの減少(25百万円減)など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１億33百万円増加し、337億58百万円となりました。これはその他
有価証券評価差額金の増加（１億28百万円増）によるものであります。 
  

  

平成22年３月期の業績予想につきましては、現時点において平成21年５月11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。 
  

  

該当事項はありません。 
  

  

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
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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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,138 7,715

受取手形及び売掛金 7,067 7,110

有価証券 1,379 1,298

商品及び製品 1,237 1,022

仕掛品 175 134

原材料及び貯蔵品 1,666 1,255

繰延税金資産 185 261

その他 449 465

貸倒引当金 △36 △27

流動資産合計 20,262 19,235

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,295 7,412

機械装置及び運搬具（純額） 2,898 3,056

土地 6,316 6,316

その他（純額） 744 753

有形固定資産合計 17,255 17,538

無形固定資産 407 439

投資その他の資産   

投資有価証券 2,667 2,851

長期貸付金 361 373

繰延税金資産 56 104

差入保証金 1,691 1,705

その他 845 865

貸倒引当金 △343 △335

投資その他の資産合計 5,278 5,564

固定資産合計 22,941 23,542

資産合計 43,203 42,777



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,989 4,268

短期借入金 164 154

未払金 1,070 1,152

未払法人税等 98 354

賞与引当金 300 413

その他 997 910

流動負債合計 7,620 7,254

固定負債   

長期借入金 432 470

繰延税金負債 14 8

再評価に係る繰延税金負債 634 634

退職給付引当金 65 65

負ののれん 98 124

その他 579 595

固定負債合計 1,825 1,898

負債合計 9,445 9,153

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 27,356 27,389

自己株式 △624 △629

株主資本合計 36,071 36,098

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 228 100

土地再評価差額金 △3,701 △3,701

為替換算調整勘定 △8 △11

評価・換算差額等合計 △3,480 △3,612

少数株主持分 1,168 1,138

純資産合計 33,758 33,624

負債純資産合計 43,203 42,777



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 13,594 12,869

売上原価 9,115 8,630

売上総利益 4,478 4,238

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費及び見本費 362 279

荷造運搬費 309 303

車両費 139 125

貸倒引当金繰入額 14 18

役員報酬 90 84

給料及び賞与 1,428 1,438

賞与引当金繰入額 284 217

退職給付引当金繰入額 58 115

福利厚生費 182 216

賃借料 355 320

減価償却費 150 134

消耗品費 91 104

研究開発費 52 53

その他 596 526

販売費及び一般管理費合計 4,117 3,941

営業利益 361 297

営業外収益   

受取利息 8 11

受取配当金 25 24

負ののれん償却額 27 27

その他 25 21

営業外収益合計 86 84

営業外費用   

支払利息 2 3

持分法による投資損失 3 11

その他 1 4

営業外費用合計 6 19

経常利益 441 361

特別損失   

固定資産除却損 25 0

特別損失合計 25 0

税金等調整前四半期純利益 415 361

法人税、住民税及び事業税 136 94

法人税等調整額 25 46

法人税等合計 162 140

少数株主利益 14 31

四半期純利益 237 188



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 415 361

減価償却費 449 412

負ののれん償却額 △27 △27

固定資産除却損 25 0

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11 16

賞与引当金の増減額（△は減少） △70 △113

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2 0

受取利息及び受取配当金 △33 △35

支払利息 2 3

持分法による投資損益（△は益） 3 11

売上債権の増減額（△は増加） △321 41

たな卸資産の増減額（△は増加） △398 △667

仕入債務の増減額（△は減少） 519 720

未払金の増減額（△は減少） △98 △181

その他 144 121

小計 623 664

利息及び配当金の受取額 34 32

利息の支払額 △2 △3

法人税等の支払額 △26 △338

営業活動によるキャッシュ・フロー 629 355

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 － 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 12

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 500 400

有形固定資産の取得による支出 △187 △128

有形固定資産の売却による収入 － 4

その他 △101 △28

投資活動によるキャッシュ・フロー △201 458

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 － 14

短期借入金の返済による支出 － △4

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 △37

配当金の支払額 △220 △179

その他 2 3

財務活動によるキャッシュ・フロー △278 △202

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 147 613

現金及び現金同等物の期首残高 6,240 7,911

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,387 8,524



当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

 該当事項はありません。 

【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20年４月１日 至 平成20年６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、  
              コーヒー農場の経営 
飲食関連事業   飲食店の経営  
その他      飲料等の製造販売、運送物流事業、保険代理店業務など  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６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、  
              コーヒー農場の経営 

        飲食関連事業   飲食店の経営  
        その他      飲料等の製造販売、運送物流事業、保険代理店業務など  

(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

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

 営業利益 498 4 78 580 (219) 361

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

11,103 1,326 439 12,869 ― 12,869

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

57 0 337 396 (396) ―

計 11,161 1,326 776 13,265 (396) 12,869

 営業利益 342 37 94 475 (178) 297
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【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。 

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21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】 

前第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。 

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21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。 

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

 該当事項はありません。 

  

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

6. その他の情報
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