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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 25,547 △3.9 556 38.2 682 26.2 328 31.6
21年3月期第2四半期 26,593 ― 402 ― 540 ― 249 ―

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2四半期 14.89 14.88
21年3月期第2四半期 11.32 11.32

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2四半期 42,928 33,879 76.2 1,480.34
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2四半期  32,698百万円 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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

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 ― 10.00
22年3月期 

（予想） ― 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 52,650 △0.9 1,060 79.8 1,330 58.2 600 69.6 27.17

1



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2四半期 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2四半期  375,874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2四半期 22,084,301株 21年3月期第2四半期 22,075,176株

2



当第２四半期連結累計期間（平成21年４月1日から平成21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、昨年秋以降の世界的な金融危機を契機とする景気低迷から回復の兆しが一部
に見られたものの、雇用情勢の悪化は続き、個人消費の改善も図られず大変厳しい状況で推移致しまし
た。 

コーヒー業界につきましても、景気の先行きに対する不透明感から、生活者の節約志向や低価格志向は
依然として高く、新型インフルエンザの発生や冷夏長雨の影響も加わり外食市場が急激に悪化するなど、
厳しさが一段と増しております。 
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まいりました。 
  業績につきましては、景気後退の影響を受けたコーヒー飲料の消費停滞がコーヒー関連事業の原料用コ
ーヒーの販売低迷となって現れ、売上面に少なからぬ影響を及ぼすこととなりましたが、グループ全体が
一丸となり経費の効率的な活用などに取組んだ結果、利益面につきましては大幅に改善を図ることができ
ました。 

以上により、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は、255億47百万円（前年同期比3.9％
減）、営業利益は５億56百万円（同38.2％増）、経常利益は６億82百万円（同26.2％増）、純利益は３億
28百万円（同31.6％増）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、コーヒー需要の創出を図るため、コーヒーがメニュー化される機会が少ない外
食業態やこれまでコーヒーを提供することがなかった非飲食業態に対し、１人前のコーヒーが個包装さ
れ、専用のコーヒーマシンにセットするだけで容易に香り高いコーヒーを提供でき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」の提案活動を推進致しました。 
 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、既に
複数のお取引先に同システムが採用され、順調に稼働致しております。 
 業務用市場では、「トアルコ トラジャ コーヒー」や「氷温熟成珈琲」、「有機栽培珈琲リキッド」な
ど栽培方法や焙煎手法に高い差別性を有したプレミアムコーヒーの拡販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「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、業務市場の専用ブランド「プロジーヌ」のカレーや「シュクランジュ」のケーキなどの新商品も投
入致しました。 
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。簡易抽出タイプの商

品であるドリップオンシリーズでは「バラエティパック」の商品力の向上を図るため、期間限定商品を半
年毎に入れ替えております。春夏商品として投入した「パラダイスマウンテンブレンド」に引続き、秋冬
商品には「オーロラマウンテンブレンド」を新たに投入致しました。中容量タイプの真空パックシリーズ
では、生活者の安全・安心に対するこだわり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。大容量タイプのフレキシブルパックシリーズには、「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。また、今秋には焙豆商品であるライブパックシリーズ
に人気の高い「キリマンジェロブレンド」を新発売致しました。 
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話題性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、収益性の改善を図りました。
 原料用市場では、コーヒー飲料の消費停滞が大きく影響し、前年を大幅に下回る販売実績となりまし
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コーヒーのカップ自動
販売機の設置に注力し、中部エリアで新たにミネラルウォーターの取り扱いを開始するなど業容の拡大に
努めました。また、通販事業において「ＫＥＹＣＯＦＦＥＥ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221億53百万円（前年同期
比5.2％減）、営業利益は６億98百万円（同1.9％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
使用して創りあげた「沖縄黒糖極ロール」、「生キャラメルプリン」や夏場のみの季節限定デザート「パ
ンナコッタ＆紅茶ジュレ」「ピーチムース＆ぷるぷるジュレ」を発売致しました。   

【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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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15店（直営店１店、FC店14店）を出店致しました。一方、17店（直営

店２店、FC店15店）を閉鎖し、店舗数は314店（直営店66店、FC店248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26億31百万円（前年同期比
0.8％増）、営業利益は60百万円（同130.7％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７億62百万円（前年同期比24.7％増）、営業
利益は１億29百万円（同55.2％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１億50百万円増加し、429億28百万円となりました。  
流動資産は８億39百万円増加し、200億74百万円となりました。これは有価証券の増加（６億67百万円

増）、原材料などのたな卸資産の増加（１億98百万円増）によるものであります。  
固定資産は６億89百万円減少し、228億53百万円となりました。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５億99百万円減少し、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55百万円減少しました。投資その他の資産では33百万円減少しました。

（負債） 

流動負債は前連結会計年度末に比べて96百万円減少し、71億58百万円となりました。これは支払手形及
び買掛金が増加（１億52百万円増）した一方で、未払金が減少（３億10百万円減）したことによるもので
す。 
固定負債は７百万円減少し、18億90百万円となりました。 

（純資産） 

純資産は前連結会計年度末に比べて２億54百万円増加し、338億79百万円となりました。これは利益剰
余金の増加（１億７百万円増）、その他有価証券評価差額金の増加（90百万円増）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２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,750 7,715

受取手形及び売掛金 7,061 7,110

有価証券 1,965 1,298

商品及び製品 1,032 1,022

仕掛品 142 134

原材料及び貯蔵品 1,435 1,255

繰延税金資産 300 261

その他 419 465

貸倒引当金 △33 △27

流動資産合計 20,074 19,235

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,168 7,412

機械装置及び運搬具（純額） 2,731 3,056

土地 6,316 6,316

その他（純額） 723 753

有形固定資産合計 16,938 17,538

無形固定資産 383 439

投資その他の資産   

投資有価証券 3,002 2,851

長期貸付金 351 373

繰延税金資産 113 104

差入保証金 1,672 1,705

その他 747 865

貸倒引当金 △357 △335

投資その他の資産合計 5,530 5,564

固定資産合計 22,853 23,542

資産合計 42,928 42,777
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,421 4,268

短期借入金 180 154

未払金 842 1,152

未払法人税等 376 354

賞与引当金 507 413

その他 830 910

流動負債合計 7,158 7,254

固定負債   

長期借入金 515 470

繰延税金負債 7 8

再評価に係る繰延税金負債 634 634

退職給付引当金 83 65

負ののれん 71 124

その他 577 595

固定負債合計 1,890 1,898

負債合計 9,049 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 27,496 27,389

自己株式 △617 △629

株主資本合計 36,217 36,098

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 190 100

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 △3,518 △3,612

少数株主持分 1,181 1,138

純資産合計 33,879 33,624

負債純資産合計 42,928 42,777
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 26,593 25,547

売上原価 17,915 17,211

売上総利益 8,678 8,335

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費及び見本費 734 578

荷造運搬費 599 587

車両費 289 252

貸倒引当金繰入額 18 31

役員報酬 175 172

給料及び賞与 2,904 2,829

賞与引当金繰入額 511 406

退職給付引当金繰入額 117 226

福利厚生費 459 447

賃借料 692 620

減価償却費 307 265

消耗品費 185 203

研究開発費 126 117

その他 1,153 1,038

販売費及び一般管理費合計 8,275 7,778

営業利益 402 556

営業外収益   

受取利息 21 24

受取配当金 32 28

負ののれん償却額 54 55

その他 56 37

営業外収益合計 165 145

営業外費用   

支払利息 5 6

持分法による投資損失 17 3

その他 3 9

営業外費用合計 27 19

経常利益 540 682

特別損失   

固定資産除却損 36 60

投資有価証券評価損 － 0

特別損失合計 36 61

税金等調整前四半期純利益 503 621

法人税、住民税及び事業税 323 351

法人税等調整額 △85 △104

法人税等合計 237 246

少数株主利益 16 45

四半期純利益 249 328
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 503 621

減価償却費 914 821

負ののれん償却額 △54 △55

固定資産除却損 36 60

投資有価証券評価損益（△は益） － 0

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 29

賞与引当金の増減額（△は減少） 160 93

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2 18

受取利息及び受取配当金 △54 △52

支払利息 5 6

持分法による投資損益（△は益） 17 3

売上債権の増減額（△は増加） △23 36

たな卸資産の増減額（△は増加） △186 △198

仕入債務の増減額（△は減少） 139 152

未払金の増減額（△は減少） △217 △275

その他 207 89

小計 1,449 1,353

利息及び配当金の受取額 51 45

利息の支払額 △6 △7

法人税等の支払額 △37 △330

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,457 1,060

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 △1,620 △500

有価証券の償還による収入 1,210 24

投資有価証券の取得による支出 △1,214 △787

投資有価証券の償還による収入 800 600

有形固定資産の取得による支出 △422 △260

有形固定資産の売却による収入 － 5

その他 △112 22

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,560 △695

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 － 66

短期借入金の返済による支出 － △70

長期借入れによる収入 300 150

長期借入金の返済による支出 △223 △75

配当金の支払額 △220 △220

その他 10 9

財務活動によるキャッシュ・フロー △133 △140

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △236 225

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 6,003 8,136
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当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21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

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

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

22,153 2,631 762 25,547 ― 25,547

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

119 1 609 730 (730) ―

計 22,273 2,632 1,371 26,277 (730) 25,547

 営業利益 698 60 129 888 (331) 556
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【所在地別セグメント情報】 

前第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)及び当第２四半期連結累
計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21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】 

前第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)及び当第２四半期連結累
計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21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。 

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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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