
   
 平成 30年５月９日 

各  位 

会 社 名 キ ー コ ー ヒ ー 株 式 会 社 

                              代 表 者 名 代表取締役社長 柴田 裕    

                                        （ コード番号 2594 東証第一部 ）  

                               問 合 せ先  執行役員 経営企画部長 安藤 昌也 

                                              （ 電話番号 03-5400-3051 ） 

  

平成 30年３月期通期連結業績予想値と実績値との差異及び特別利益の計上に関するお知らせ 

 

平成 30年１月 29日に公表しました平成 30年３月期（平成 29年４月１日～平成 30年３月 31日）の連結業績予想

値と本日公表の実績値に差異が生じましたので、下記の通りお知らせいたします。 

記 

１． 通期連結業績予想と実績値との差異について 

（１）平成 30年３月期通期連結業績予想数値との差異（平成 29年４月１日～平成 30年３月 31日）  

 
売上高 営業利益 経常利益 

親会社株主に帰属

する当期純利益 

1株当たり 

当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想（Ａ） 63,300 300 500 170 7.65

今回実績値（Ｂ）      63,027 319        474          319 14.42

増減額（Ｂ－Ａ） △273 19 △26 149

増減率（％） △0.4 6.3 △5.2 87.6

(ご参考)前期通期実績 
62,996 1,377 1,559 1,134 51.04（平成29年３月期通期） 

（２）平成 30年３月期の個別業績（平成 29年４月１日～平成 30年３月 31日）と平成 29年３月期の 

個別業績（平成 28年４月１日～平成 29年３月 31日）との差異 

 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

前期実績（Ａ） 55,182 1,396 1,560 567 25.51

当期実績（Ｂ）      55,314 414        514          508 22.95

増減額（Ｂ－Ａ） 132 △982 △1,046 △59

増減率（％） 0.2 △70.3 △67.1 △10.4

（３）差異発生の理由 

当平成 30年３月期通期連結業績におきましては、下記記載の特別利益の計上により、親会社株主に帰属する

当期純利益が前回公表時の予想を上回ることとなりました。 

２． 特別利益の計上について 

当社が保有する資産の有効活用を図るべく投資有価証券の一部を売却したことにより、特別利益 436 



百万円を計上いたしました。 

なお、この特別利益につきましては、本日公表した「平成 30 年３月期 決算短信（連結）」の業績に反 

  映しております。 

以上 
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