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

22年3月期第3四半期 39,226 △5.0 1,132 △3.5 1,339 △2.7 663 △7.3
21年3月期第3四半期 41,309 ― 1,173 ― 1,376 ― 716 ―

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3四半期 30.05 30.04
21年3月期第3四半期 32.44 32.43

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3四半期 43,706 33,925 75.0 1,483.07
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3四半期  32,766百万円 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



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3四半期 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3四半期  370,094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3四半期 22,086,985株 21年3月期第3四半期 22,079,176株



当第３四半期連結累計期間（平成21年４月1日から平成21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、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、個人消費の改善も見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

依然として強く、厳しさは増しております。また、平成21年４月には１ポンドあたり110セント台で推移
していたコーヒー生豆の国際相場は、12月には150セント近くまで高騰するなど予断を許さない状況とな
っております。 

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してまいりました。 

トアルコトラジャコーヒーの故郷でありますインドネシア・スラウェシ島のパダマラン直営農場は、厳
しい審査基準が設けられている国際的な環境保護団体「レインフォレスト・アライアンス」の認証を取得
し、既に取得済みである「グッドインサイド」と合せ、２つの認証を取得した農場となりました。 

業績につきましては、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レギュラーコーヒーの販売が減少し、売上面や利益面に
影響が及ぶ結果となりました。 

以上により、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は、392億26百万円（前年同期比5.0％
減）、営業利益は11億32百万円（同3.5％減）、経常利益は13億39百万円（同2.7％減）、四半期純利益は
６億63百万円（同7.3％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、コーヒー需要の創出を図るため、コーヒーの使用量の少ない店舗やこれまでコ
ーヒーを提供することがなかった非飲食業態に対し、１杯分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 Ｐ
ＯＤ（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
複数のお取引先に採用され、好評を博しております。 

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」など差別性の高いプレミアムコー
ヒーの拡販活動を推進致しました。また、食事時以外の時間帯でも需要が見込め、レジャー施設など広範
囲な業態に拡販のできる新商品「プロジーヌカフェパン」の投入やケーキ商品の販促活動を実施致しまし
た。 

家庭用市場では、商品カテゴリー別に新商品の導入やリニューアルを行いました。簡易抽出コーヒーの
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。 
 ギフト商品につきましては、主力であるドリップオン商品の全面リニューアルや「ＡＲＯＭＡ ＦＬＡ
ＳＨ（アロマフラッシュ）製法」で作り上げ、挽きたての香りが楽しめる新容器形態の新商品を発売致し
ました。  
 直営のキーコーヒーショップでは、２つの認証を取得したパダマラン直営農場で収穫された「トラジャ
コーヒー ダブル認証 パダマラン農場」を発売致しました。 

原料用市場では、コーヒー飲料の消費停滞が影響し、前年度を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では、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343億99百万円（前年同期
比6.2％減）、営業利益は14億90百万円（同12.3％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、和カフェ「和茶房 鎌倉 さくらの夢見屋」の各店舗にてオリジナルか
りんとう「鎌倉揚げ」を新発売し、また、アジアンフェアなど季節毎の新メニューの導入や販促策を実施
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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出店状況につきましては、ヨーロピアンバールとピッツェリアの要素を合せもった「イル・ヴィゴーレ 
池袋サンシャインシティアルパ店」など新規に15店（直営店２店、ＦＣ店13店）を出店致しました。一
方、不採算店11店（直営店２店、ＦＣ店９店）を閉鎖し、店舗数は318店（直営店70店、ＦＣ店248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39億８百万円（前年同期比

1.1％増、営業利益は43百万円（同1,253.8％増）となりました。 

（その他） 

ニック食品株式会社は、大手食品メーカーから新たな商品の製造を受託するなど積極的な営業活動を展
開致しました。 
 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９億19百万円（前年同期比19.8％
増）、営業利益は97百万円（同71.0％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９億29百万円増加し、437億６百万円となりました。  
流動資産は16億33百万円増加し、208億68百万円となりました。これは現金及び預金が減少（７億49百

万円減）した一方で、受取手形及び売掛金の増加（12億94百万円増）や有価証券の増加(10億22百万円増)
などによるものであります。  
固定資産は７億４百万円減少し、228億38百万円となりました。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８億11百万円減少し、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76百万円減少しました。投資その他の資産では投資有価証券の増加（３
億45百万円増）により１億83百万円増加しました。 

（負債） 

流動負債は前連結会計年度末に比べて６億８百万円増加し、78億63百万円となりました。これは支払手
形及び買掛金が増加（５億円増）したことなどによるものです。 
固定負債は19百万円増加し、19億18百万円となりました。 

（純資産） 

純資産は前連結会計年度末に比べて３億円増加し、339億25百万円となりました。これは利益剰余金の
増加（２億20百万円増）、その他有価証券評価差額金の増加（38百万円増）など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３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,966 7,715

受取手形及び売掛金 8,404 7,110

有価証券 2,320 1,298

商品及び製品 1,049 1,022

仕掛品 150 134

原材料及び貯蔵品 1,421 1,255

繰延税金資産 225 261

その他 369 465

貸倒引当金 △38 △27

流動資産合計 20,868 19,235

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,104 7,412

機械装置及び運搬具（純額） 2,580 3,056

土地 6,316 6,316

その他（純額） 725 753

有形固定資産合計 16,726 17,538

無形固定資産 363 439

投資その他の資産   

投資有価証券 3,196 2,851

長期貸付金 330 373

繰延税金資産 144 104

差入保証金 1,694 1,705

その他 735 865

貸倒引当金 △353 △335

投資その他の資産合計 5,748 5,564

固定資産合計 22,838 23,542

資産合計 43,706 42,777



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,768 4,268

短期借入金 180 154

未払金 1,131 1,152

未払法人税等 313 354

賞与引当金 352 413

その他 1,116 910

流動負債合計 7,863 7,254

固定負債   

長期借入金 470 470

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 150 65

負ののれん 48 124

その他 607 595

固定負債合計 1,918 1,898

負債合計 9,781 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 27,609 27,389

自己株式 △608 △629

株主資本合計 36,339 36,098

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 139 100

土地再評価差額金 △3,701 △3,701

為替換算調整勘定 △10 △11

評価・換算差額等合計 △3,573 △3,612

少数株主持分 1,158 1,138

純資産合計 33,925 33,624

負債純資産合計 43,706 42,777



(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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 41,309 39,226

売上原価 27,836 26,286

売上総利益 13,472 12,940

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費及び見本費 1,094 936

荷造運搬費 945 925

車両費 428 380

貸倒引当金繰入額 35 36

役員報酬 259 260

給料及び賞与 4,767 4,643

賞与引当金繰入額 229 284

退職給付引当金繰入額 174 340

福利厚生費 702 669

賃借料 1,024 910

減価償却費 471 400

消耗品費 268 292

研究開発費 196 179

その他 1,698 1,545

販売費及び一般管理費合計 12,298 11,808

営業利益 1,173 1,132

営業外収益   

受取利息 31 36

受取配当金 48 38

持分法による投資利益 － 12

負ののれん償却額 82 82

その他 69 56

営業外収益合計 232 227

営業外費用   

支払利息 9 10

持分法による投資損失 13 －

その他 6 9

営業外費用合計 29 20

経常利益 1,376 1,339



（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

特別利益   

投資有価証券売却益 76 2

特別利益合計 76 2

特別損失   

固定資産除却損 54 64

投資有価証券売却損 18 －

投資有価証券評価損 51 52

貸倒引当金繰入額 － 4

特別損失合計 124 120

税金等調整前四半期純利益 1,328 1,221

法人税、住民税及び事業税 566 555

法人税等調整額 51 △27

法人税等合計 618 528

少数株主利益又は少数株主損失（△） △6 28

四半期純利益 716 663



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 1,221

減価償却費 1,376 1,239

負ののれん償却額 △82 △82

固定資産除却損 54 64

投資有価証券評価損益（△は益） 51 52

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7 29

賞与引当金の増減額（△は減少） △162 △61

退職給付引当金の増減額（△は減少） 0 85

受取利息及び受取配当金 △80 △75

支払利息 9 10

持分法による投資損益（△は益） 13 △12

投資有価証券売却損益（△は益） △58 △2

売上債権の増減額（△は増加） △1,594 △1,304

たな卸資産の増減額（△は増加） △503 △209

仕入債務の増減額（△は減少） 799 500

未払金の増減額（△は減少） △27 16

その他 423 445

小計 1,555 1,916

利息及び配当金の受取額 72 62

利息の支払額 △9 △11

法人税等の支払額 △215 △597

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,402 1,369

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 300 200

有価証券の取得による支出 △1,655 △1,000

有価証券の償還による収入 2,050 69

投資有価証券の取得による支出 △1,314 △1,111

投資有価証券の売却及び償還による収入 1,056 703

有形固定資産の取得による支出 △711 △394

有形固定資産の売却による収入 － 5

その他 △122 △5

投資活動によるキャッシュ・フロー △597 △1,532

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 66

短期借入金の返済による支出 △160 △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 △284 △120

配当金の支払額 △441 △439

その他 10 16

財務活動によるキャッシュ・フロー △271 △396

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 533 △558

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 6,773 7,352



当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21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

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

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

34,399 3,908 919 39,226 ― 39,226

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

182 2 854 1,038 (1,038) ―

計 34,581 3,910 1,773 40,265 (1,038) 39,226

 営業利益 1,490 43 97 1,631 (498) 1,132
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【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20年４月１日 至 平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累
計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21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20年４月１日 至 平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累
計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21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。 

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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

キーコーヒー㈱(2594)平成22年３月期　第３四半期決算短信




