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1. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30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１四半期 12,548 △2.5 322 8.6 396 9.5 137 △27.2

22年３月期第１四半期 12,869 △5.3 297 △17.8 361 △18.0 188 △20.7

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１四半期 ６ 21 ─
22年３月期第１四半期 ８ 55 ８ 54

 (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１四半期 43,047 33,536 75.3 1,463 82

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１四半期 32,402百万円           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 ─ ─ ─ ─
20 00

23年３月期(予想) ─ 10 00 ─ 10 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、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 25,700 0.6 450 △19.1 540 △20.8 210 △36.1 9 50

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



 

 
(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  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）3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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 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１Ｑ 328,556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１Ｑ 22,135,536株 22年３月期１Ｑ 22,082,143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、その他の特記事項
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当第１四半期連結累計期間（平成22年4月１日から平成22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、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、個人消費の低迷が続くなど先行き不透明な状況で推移致しました。 

コーヒー業界につきましては、業績に大きな影響を及ぼすコーヒー生豆相場は１年前には１ポンドあた
り120セント前後で推移しておりましたが、平成22年６月下旬に１ポンドあたり170セント近くまで高騰す
るなど先行きが大いに懸念される状況にあります。 

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推進してまいりました。 

新たな取組みとしては、業務店に対するサービス機能の強化を図るため、インターネットを使用したオ
ンライン発注システム「KEYCOFFEE ONLINE」を当社のホームページ上に開設し、６月より運用を開始致し
ました。なお、サイト上では、当社で取扱っている商品を実際に使用したメニュー例や作り方も紹介して
おります。 

また、この度、世界的な２つの賞を受賞致しました。ひとつは、商品の技術的水準が問われる厳しい審
査基準で知られる世界の食品コンクール「2010年モンドセレクション」において、「ドリップオンスペシ
ャルブレンド」及び「ドリップオンギフトＫＤＢ－３０」が金賞を受賞致しました。もうひとつは、食品
のミシュランガイドと称され、味覚的に優れた世界中の食品及び食料品の審査・表彰を行う世界有数の機
関であるｉＴＱｉ(国際味覚審査機構)の「2010年品評会」において、「トアルコ トラジャ コーヒー」が
レギュラーコーヒーのカテゴリーでは日本で初めて優秀味覚賞“２つ星”を受賞致しました。 

業績面につきましては、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、経費の効率的な活用に取組んだ結果、コーヒー販売数量については前年
同期を上回り、営業利益、経常利益も前年同期を上回る結果となりましたが、四半期純利益については、
当第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）の適用に伴う特別損失を計上したことにより、前年同期を下回る結果となりました。 

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、125億48百万円(前年同期比2.5％
減)、営業利益は３億22百万円(同8.6％増)、経常利益は３億96百万円（同9.5％増）となりました。ま
た、四半期純利益は１億37百万円(同27.2％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、当第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致しました。また、お取引先の売上げ向上の支援策として「和カレーフェア」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、新商品「有機栽培珈琲 まろやかブレンド」をドリップオン、真空パック、ライブパ

ックの包装形態別にそれぞれ発売致しました。  
 ギフト商品では、国内の森林育成に役立つ素材として近年注目されているエコ素材「カートカン（紙製
缶容器）」をパッケージに採用し、中身も全て有機農法で栽培されたコーヒー、紅茶、りんごを使用した
飲料商品を詰め合わせた環境配慮型飲料ギフト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、希少性の高いストレートコーヒー「マウンテン」シリーズの販売

や、和菓子メーカーとのコラボレーションによる「珈琲水ようかん」に今夏は「マンゴー水ようかん」も
新たに加わり数量限定で発売致しました。 

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105億66百万円（前年同期
比3.6％減）、営業利益は３億26百万円（同4.7％減）となりました。 

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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（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展開や血糖値が上がりにくいと言われている
米粉を使用した「米粉ロール」を、ヘルシーで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。  
出店状況につきましては、新規に４店を出店致しました。一方、不採算店５店を閉鎖し、店舗数は311

店（直営店69店、ＦＣ店242店）となりました。 

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13億66百万円（前年同期比
3.1％増）、営業利益は58百万円（同45.3％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」の会員増加策を推進致しまし
た。  
ニック食品株式会社は、積極的な営業活動を展開し、飲食関連企業等から新たな商品の製造を受託致し

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１四半期連

結累計期間におけるその他の売上高は６億14百万円（前年同期比5.7％増）、営業利益は99百万円（同
8.5％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１億94百万円増加し、430億47百万円となりました。  
流動資産は50百万円減少し、200億74百万円となりました。これは受取手形及び売掛金が増加（５億58

百万円増）したものの、現金及び預金の減少（４億45百万円減）や原材料及び貯蔵品が減少（１億93百万
円減）したことなどによるものであります。  
固定資産は２億44百万円増加し、229億72百万円となりました。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68百万円減少し、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18百万円減少しました。投資その他の資産では、投資有価証券の増加（３
億２百万円増）などにより３億31百万円増加しました。 

（負債） 

流動負債は前連結会計年度末に比べて２億90百万円増加し、73億91百万円となりました。これは未払法
人税等が減少（３億30百万円減）した一方で、支払手形及び買掛金が増加（６億17百万円増）したことな
どによるものであります。 
固定負債は１億67百万円増加し、21億19百万円となりました。これは主に資産除去債務を計上（２億２

百万円）したこと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２億64百万円減少し、335億36百万円となりました。これはその他
有価証券評価差額金の減少（１億64百万円減）などによるものであります。 

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。 

  

  

(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
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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） 

当第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３百万円減少し、税金等調整前四半期純利益が84百万円

減少しております。 

  

  

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１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,767 7,213

受取手形及び売掛金 7,245 6,686

有価証券 3,207 3,229

商品及び製品 1,170 1,024

仕掛品 164 125

原材料及び貯蔵品 950 1,144

繰延税金資産 209 314

その他 381 410

貸倒引当金 △22 △23

流動資産合計 20,074 20,124

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,984 6,956

機械装置及び運搬具（純額） 2,431 2,562

土地 6,316 6,316

その他（純額） 684 650

有形固定資産合計 16,417 16,486

無形固定資産 329 347

投資その他の資産   

投資有価証券 3,815 3,513

長期貸付金 305 293

繰延税金資産 79 50

差入保証金 1,673 1,676

その他 734 754

貸倒引当金 △383 △394

投資その他の資産合計 6,225 5,893

固定資産合計 22,972 22,727

資産合計 43,047 42,852
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,642 4,025

短期借入金 180 180

未払金 1,011 1,122

未払法人税等 72 403

賞与引当金 324 502

その他 1,160 867

流動負債合計 7,391 7,100

固定負債   

長期借入金 380 425

繰延税金負債 9 78

再評価に係る繰延税金負債 634 634

退職給付引当金 266 181

資産除去債務 202 －

負ののれん 18 20

その他 607 611

固定負債合計 2,119 1,951

負債合計 9,510 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 27,212 27,296

自己株式 △539 △539

株主資本合計 36,011 36,095

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 102 267

土地再評価差額金 △3,701 △3,701

為替換算調整勘定 △9 △9

評価・換算差額等合計 △3,609 △3,444

少数株主持分 1,134 1,149

純資産合計 33,536 33,800

負債純資産合計 43,047 42,852
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(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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 12,869 12,548

売上原価 8,630 8,390

売上総利益 4,238 4,158

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費及び見本費 279 280

荷造運搬費 303 273

車両費 125 131

貸倒引当金繰入額 18 5

役員報酬 84 87

給料及び賞与 1,438 1,387

賞与引当金繰入額 217 230

退職給付引当金繰入額 115 131

福利厚生費 216 233

賃借料 320 283

減価償却費 134 111

消耗品費 104 89

研究開発費 53 66

その他 526 522

販売費及び一般管理費合計 3,941 3,835

営業利益 297 322

営業外収益   

受取利息 11 13

受取配当金 24 28

負ののれん償却額 27 1

持分法による投資利益 － 5

受取家賃 － 10

その他 21 18

営業外収益合計 84 78

営業外費用   

支払利息 3 3

持分法による投資損失 11 －

その他 4 0

営業外費用合計 19 4

経常利益 361 396

特別利益   

投資有価証券売却益 － 35

負ののれん発生益 － 1

特別利益合計 － 36
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（単位：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

特別損失   

固定資産除却損 0 0

投資有価証券評価損 － 50

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 0 131

税金等調整前四半期純利益 361 301

法人税、住民税及び事業税 94 58

法人税等調整額 46 118

法人税等合計 140 177

少数株主損益調整前四半期純利益 － 123

少数株主利益又は少数株主損失（△） 31 △13

四半期純利益 188 137
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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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 361 301

減価償却費 412 361

負ののれん償却額 △27 △1

負ののれん発生益 － △1

固定資産除却損 0 0

投資有価証券売却損益（△は益） － △35

投資有価証券評価損益（△は益） － 50

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 80

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16 △12

賞与引当金の増減額（△は減少） △113 △178

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 △35 △41

支払利息 3 3

持分法による投資損益（△は益） 11 △5

売上債権の増減額（△は増加） 41 △557

たな卸資産の増減額（△は増加） △667 8

仕入債務の増減額（△は減少） 720 617

未払金の増減額（△は減少） △181 △38

その他 121 215

小計 664 851

利息及び配当金の受取額 32 31

利息の支払額 △3 △3

法人税等の支払額 △338 △359

営業活動によるキャッシュ・フロー 355 520

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

有価証券の償還による収入 12 511

投資有価証券の取得による支出 － △758

投資有価証券の売却及び償還による収入 400 684

有形固定資産の取得による支出 △128 △165

有形固定資産の売却による収入 4 0

その他 △28 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー 458 △728

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 －

長期借入金の返済による支出 △37 △45

配当金の支払額 △179 △184

その他 3 △8

財務活動によるキャッシュ・フロー △202 △237

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 613 △445

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 8,524 7,153
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当第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22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      飲料等の製造販売など、運送物流事業、保険代理店業務  

【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。 

(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

11,103 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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【セグメント情報】 

 (追加情報)  

当第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１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30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 △162百万円には、セグメント間取引消去 １百万円、棚卸資産の調整額 △４百

万円、各報告セグメントに配分していない全社費用 △159百万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１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30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 10,566 1,366 11,933 614 12,548 ─ 12,548

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

104 0 105 330 435 △435 ─

計 10,671 1,367 12,038 945 12,983 △435 12,548

セグメント利益 326 58 385 99 484 △162 322

(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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