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(百万円未満切捨て)

1. 平成23年３月期第３四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年12月31日）

 (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 ％

23年３月期第３四半期 37,616 △4.1 889 △21.5 1,074 △19.8 540 △18.6
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

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

23年３月期第３四半期 24 42 ─
22年３月期第３四半期 30 05 30 04

 (2) 連結財政状態

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

23年３月期第３四半期 44,021 33,830 74.2 1,475 32
22年３月期 42,852 33,800 76.2 1,475 05

(参考) 自己資本 23年３月期第３四半期 32,656百万円  22年３月期 32,651百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年３月期 ─ 10 00 ─ 10 00 20 00

23年３月期 ─ 10 00 ─

23年３月期(予想) 10 00 20 00

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
(％表示は、対前期増減率)

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 52,000 3.3 860 0.7 1,030 △9.0 450 26.2 20 36



  

 
(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

 
(注) 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の有無となります。 

 
(注) 「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、表示方法等の変更の有無となります。 

 
  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していま

せん。 

  

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的

であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性が

あります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半

期決算短信（添付資料）4ページ「(3) 連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.4 「2 その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期３Ｑ 22,464,000株 22年３月期 22,464,000株

② 期末自己株式数 23年３月期３Ｑ 329,093株 22年３月期 328,315株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期３Ｑ 22,135,252株 22年３月期３Ｑ 22,086,985株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22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、一部には景気回復の兆しが見られるものの、雇用情勢や所得環境は依然とし
て厳しく、個人消費は低調なまま先行き不透明な状況で推移致しました。 

コーヒー生豆を全量海外から調達しておりますコーヒー業界は、産地の作柄や市況、為替の変動等に大
きな影響を受けますが、平成22年４月には１ポンドあたり130セント台前後で推移しておりましたコーヒ
ー生豆相場は、新興国でのコーヒー需要の拡大や投機マネーの流入、産地の異常気象などにより12月下旬
には１ポンドあたり240セントを突破するなど高騰し、13年ぶりの高値相場となっております。コーヒー
以外の商品についても、砂糖や小麦などの農産物の国際相場も高騰しており、業界をとりまく環境はます
ます厳しくなっております。 

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、新たな事業領域の開拓、生活者のニーズにお応えする新商品の開発、お客様との
絆を深める企画提案型の営業活動を展開し、商品力や販売力の向上による営業力の強化と収益力の向上を
推進してまいりました。 

新たな取組みとしては、インターネットを使用したWeb発注システム「KEYCOFFEE ONLINE」の運用を開
始し、取扱い商品の案内やそれらを使用したメニュー例の紹介を行うなど、業務用顧客に対する情報提供
や利便性の向上を図りました。また、シェアの拡大と営業力の強化を図るため、埼玉県、群馬県、新潟県
を中心に事業展開を行っていましたクリスタルコーヒー株式会社（三国コカ・コーラボトリング株式会社
の100％子会社）から業務市場向け卸売り販売に係る事業等を、12月31日をもって譲受致しました。 

また、本場イタリアの本格エスプレッソをご家庭で手軽にお楽しみ戴くために、世界有数のイタリアの
コーヒーメーカーillycaffe S.p.A(イリカフェ社)との間で、日本初上陸となる、専用カプセルをマシン
にセットするだけで熟練したバリスタがいれるエスプレッソコーヒーが手軽に味わえるエスプレッソシス
テム「METODO IPERESPRESSO（メトド・イペールエスプレッソ）」の日本国内での独占販売契約を９月に
締結致しました。この締結により、日本におけるエスプレッソコーヒーの飲用機会を拡大し、新たな商品
カテゴリーでの売上創出を図ります。 

業績面につきましては、事業所の再配置や物流システムの改善などの効率化を図る一方、業績の回復に
向けてグループ全体が一丸となり生活者価値にお応えする新商品開発や提案活動を行うとともに、販管費
の効率的な運用を行いましたが、景気低迷の影響を受け原料用コーヒー需要が伸び悩み、また、消費者の
低価格・節約志向が進んだ結果、コーヒー販売数量が前年同期を下回り、更に、コーヒー生豆相場高騰に
よる原価上昇も加わったことで収益面に大きな影響を及ぼしました。 

以上の結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は、376億16百万円(前年同期比4.1％
減)、営業利益は８億89百万円(同21.5％減)、経常利益は10億74百万円（同19.8％減）となりました。ま
た、四半期純利益は５億40百万円（同18.6％減）となりました。 

セグメントの営業概況は次のとおりであります。 
なお、第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」及び「セグメント情

報等の開示に関する会計基準の適用指針」を適用したことに伴い、前年同期比は新セグメントに基づいて
対比しております。 

（コーヒー関連事業） 

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するとともに、「シュクランジュ」ブランドのスウィーツ新商品を発売致しまし
た。 

家庭用市場では、創業90周年を記念し大正時代の味わいを再現した「横濱1920 CLASSIC 」をフレキシ
ブルパックの形態で新発売致しました。JTとのコラボレートブランドである「Roots」につきましては発
売10周年を迎えたことを契機として、新商品「Rootsアロマブラック」「Rootsアロマレボリュート」をフ
レキシブルパックで、「カフェウィング Rootsアロマブラック」を簡易抽出の形態でそれぞれ新発売致し
ました。また、モンドセレクション受賞記念のデザインパッケージ品「スペシャルブレンド」及びｉＴＱ
ｉの優秀味覚賞受賞を記念した限定商品「トアルコ トラジャ」をドリップオン商品で発売致しました。
ギフト商品では、歳暮期に「心香らせるギフト」をコンセプトに、氷温熟成珈琲のドリップオンシリー

ズなど全29アイテムをラインアップし、順調な売上げを確保致しました。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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直営のキーコーヒーショップでは、コーヒーに入れてかき混ぜるだけで簡単にカフェモカが楽しめる

「とろけるショコラ」や、コーヒーの微粉を練り込んだほろ苦い味わいの「コーヒークランチチョコレー
ト」を発売致しました。また、お客様の生活様式の変化に対応し、焼きたてパンとのコラボレーションセ
ットの提供を開始するなど新たなコンセプトを取入れたショップを出店致しました。 

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322億９百万円（前年同期
比5.1％減）、営業利益は11億46百万円（同22.6％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、季節毎のメニューフェアを引続き展開するとともに、ヘルシー志向の
米粉を使用した「米粉ロール」をコーヒーと相性のよいスウィーツとして新発売致しました。また、仕入
れコストの見直しを行うなど原価率の改善に取組む一方、販管費の効率的な運用に努めました。 
出店状況につきましては、品川シーサイドフォレストに、市場をイメージしたブッフェスタイルの新業

態レストラン「シーサイドichiba」、本格イタリアン食堂「イル・ヴィゴーレ グランデ」を出店するな
ど新規に16店出店致しました。一方、不採算店17店を閉鎖し、店舗数は311店（直営店70店、ＦＣ店241
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40億４百万円（前年同期比
2.5％増）、営業利益は85百万円（同67.5％増）となりました。 

（その他） 

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ミネラルウォーターサ
ーバーやコーヒーのカップ自動販売機の設置に注力し、通販事業においては、「KEYCOFFEE通販倶楽部」
の会員数の拡大を推進致しました。 
ニック食品株式会社は、飲食関連企業等から新たな商品の製造を受託し、また、自社ブランド商品が外

食産業に採用されるなど、積極的な営業活動が奏功致しました。 

この結果、株式会社キョーエイコーポレーション、キーアソシエイツ株式会社を加えた当第３四半期連
結累計期間におけるその他の売上高は14億１百万円（前年同期比3.1％増）、営業利益は１億20百万円
（同24.0％増）となりました。 

 

 （コーヒー相場:ニューヨークコーヒー先物相場） 
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（資産） 

総資産は前連結会計年度末に比べて11億69百万円増加し、440億21百万円となりました。 

流動資産は９億42百万円増加し、210億67百万円となりました。これは現金及び預金が減少

（12億53百万円減）した一方で、受取手形及び売掛金の増加（17億44百万円増）や有価証券の増加（４

億58百万円増）などによるものです。        

固定資産は２億26百万円増加し、229億54百万円となりました。有形固定資産は、機械装置及

び運搬具等の減価償却が新規取得額を上回ったことなどにより３億79百万円減少しました。投資その他

の資産は、投資有価証券の増加（４億88百万円増）などにより５億23百万円増加しました。  

（負債）  

負債は前連結会計年度に比べて11億38百万円増加し、101億90百万円となりました。  

流動負債は８億55百万円増加し、79億56百万円となりました。これは支払手形及び買掛金が増加（10

億14百万円増）したことなどによるものです。  

固定負債は２億83百万円増加し、22億34百万円となりました。これは主に資産除去債務の計上などに

よるものであります。 

（純資産）  

純資産は前連結会計年度に比べて30百万円増加し、338億30百万円となりました。 

  

平成23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22年５月10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。 

(資産除去債務に関する会計基準の適用） 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年

３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20

年３月31日）を適用しております。 

これにより、営業利益、経常利益がそれぞれ12百万円減少し、税金等調整前四半期純利益が92百万円

減少しております。 

(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

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,959 7,213

受取手形及び売掛金 8,430 6,686

有価証券 3,688 3,229

商品及び製品 1,161 1,024

仕掛品 172 125

原材料及び貯蔵品 1,130 1,144

繰延税金資産 178 314

その他 372 410

貸倒引当金 △26 △23

流動資産合計 21,067 20,124

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,822 6,956

機械装置及び運搬具（純額） 2,230 2,562

土地 6,316 6,316

その他（純額） 737 650

有形固定資産合計 16,106 16,486

無形固定資産 429 347

投資その他の資産   

投資有価証券 4,002 3,513

長期貸付金 235 293

繰延税金資産 112 50

差入保証金 1,729 1,676

その他 713 754

貸倒引当金 △376 △394

投資その他の資産合計 6,417 5,893

固定資産合計 22,954 22,727

資産合計 44,021 42,852
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,039 4,025

短期借入金 180 180

未払金 1,170 1,122

未払法人税等 236 403

賞与引当金 261 502

その他 1,068 867

流動負債合計 7,956 7,100

固定負債   

長期借入金 290 425

繰延税金負債 6 78

再評価に係る繰延税金負債 634 634

退職給付引当金 436 181

資産除去債務 222 －

負ののれん － 20

その他 645 611

固定負債合計 2,234 1,951

負債合計 10,190 9,051

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 27,394 27,296

自己株式 △540 △539

株主資本合計 36,192 36,095

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 176 267

土地再評価差額金 △3,701 △3,701

為替換算調整勘定 △11 △9

評価・換算差額等合計 △3,536 △3,444

少数株主持分 1,174 1,149

純資産合計 33,830 33,800

負債純資産合計 44,021 42,852
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(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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 39,226 37,616

売上原価 26,286 25,320

売上総利益 12,940 12,295

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費及び見本費 936 949

荷造運搬費 925 815

車両費 380 392

貸倒引当金繰入額 36 16

役員報酬 260 271

給料及び賞与 4,643 4,514

賞与引当金繰入額 284 200

退職給付引当金繰入額 340 392

福利厚生費 669 673

賃借料 910 827

減価償却費 400 341

消耗品費 292 253

研究開発費 179 179

その他 1,545 1,577

販売費及び一般管理費合計 11,808 11,406

営業利益 1,132 889

営業外収益   

受取利息 36 38

受取配当金 38 45

負ののれん償却額 82 5

持分法による投資利益 12 21

受取家賃 － 30

その他 56 61

営業外収益合計 227 203

営業外費用   

支払利息 10 9

リース解約損 － 5

その他 9 3

営業外費用合計 20 18

経常利益 1,339 1,074

特別利益   

投資有価証券売却益 2 35

負ののれん発生益 － 1

移転補償金 － 265

特別利益合計 2 302
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（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

特別損失   

固定資産除却損 64 34

投資有価証券評価損 52 48

貸倒引当金繰入額 4 －

解約負担金 － 14

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 80

特別損失合計 120 177

税金等調整前四半期純利益 1,221 1,198

法人税、住民税及び事業税 555 539

法人税等調整額 △27 62

法人税等合計 528 601

少数株主損益調整前四半期純利益 － 597

少数株主利益 28 56

四半期純利益 663 540
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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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 1,221 1,198

減価償却費 1,239 1,109

負ののれん償却額 △82 △5

負ののれん発生益 － △1

固定資産除却損 64 34

投資有価証券売却損益（△は益） △2 △35

投資有価証券評価損益（△は益） 52 48

移転補償金 － △265

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 80

解約負担金 － 14

貸倒引当金の増減額（△は減少） 29 △15

賞与引当金の増減額（△は減少） △61 △241

退職給付引当金の増減額（△は減少） 85 255

受取利息及び受取配当金 △75 △84

支払利息 10 9

持分法による投資損益（△は益） △12 △21

売上債権の増減額（△は増加） △1,304 △1,739

たな卸資産の増減額（△は増加） △209 △170

仕入債務の増減額（△は減少） 500 1,014

未払金の増減額（△は減少） 16 93

その他 445 220

小計 1,916 1,499

利息及び配当金の受取額 62 64

利息の支払額 △11 △8

移転補償金の受取額 － 296

法人税等の支払額 △597 △670

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,369 1,182

投資活動によるキャッシュ・フロー   

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 △1,000 △4,000

有価証券の償還による収入 69 3,031

投資有価証券の取得による支出 △1,111 △1,159

投資有価証券の売却及び償還による収入 703 1,039

有形固定資産の取得による支出 △394 △506

有形固定資産の売却による収入 5 0

事業譲受による支出 － △185

その他 △5 △42

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,532 △1,821

キーコーヒー㈱(2594)平成23年３月期　第３四半期決算短信

9



（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 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 150 －

長期借入金の返済による支出 △120 △135

配当金の支払額 △439 △439

その他 16 △38

財務活動によるキャッシュ・フロー △396 △612

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） △558 △1,253

現金及び現金同等物の期首残高 7,911 7,599

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,352 6,346
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当第３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22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  

【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。 

(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

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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【セグメント情報】 

 (追加情報)  

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号
平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用
指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっ

ているものであります。 

当社グループは、コーヒー関連、飲食関連、運送物流等の複数の業種にわたる事業を営んでお

り、当社及び当社の連結子会社が各々独立した経営単位として、事業活動を展開しております。 

当社の報告セグメントは、連結売上高に占める割合を基礎として、コーヒー関連事業、飲食関連

事業の２つを報告セグメントとしております。 

「コーヒー関連事業」は当社が営んでいる事業で、コーヒー製品等を消費者、飲食店及び食品問

屋、飲料メーカー等に販売しております。  

「飲食関連事業」は株式会社イタリアントマトが営んでいる事業で、飲食店事業を国内外に展開

しております。  

２  報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

当第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日) 

 
(注)   1. その他は、オフィスコーヒー事業及び通販事業、飲料製品製造事業、運送物流事業、保険代理店事業等を

行っております。  

  ２. セグメント利益の調整額 △463百万円には、セグメント間取引消去 ４百万円、棚卸資産の調整額 △３百

万円、各報告セグメントに配分していない全社費用 △465百万円が含まれております。全社費用は、主に

報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

３. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日) 

 該当事項はありません。 

  

  

  

(単位：百万円)

報告セグメント
その他  
（注１)

合計
調整額 
（注２）

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注３）

コーヒー 
関連事業

飲食
関連事業

計 

売上高

  外部顧客への売上高 32,209 4,004 36,214 1,401 37,616 ─ 37,616

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

335 2 337 884 1,221 △1,221 ─

計 32,544 4,007 36,551 2,286 38,838 △1,221 37,616

セグメント利益 1,146 85 1,231 120 1,352 △463 889

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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