
連結キャッシュ・フロー計算書（1月1日〜12月31日）

（単位：百万円）

科　目 2014年 2015年 2016年

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 8,409 15,228 12,707
減価償却費 22,943 24,048 17,491
減損損失 － 5,191 6,857
のれん償却額 2,649 2,649 2,302
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3 14 27
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △1,726 △610 1,003
退職給付に係る資産の増減額（△は増加） － 24 △123
受取利息及び受取配当金 △419 △423 △459
支払利息 550 416 468
持分法による投資損益（△は益） △87 △88 △199
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △421 △78 △209
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 16 78 156
固定資産売却損益（△は益） △370 △118 △893
固定資産除却損 404 1,538 875
負ののれん発生益 － △8,099 －
関係会社整理損 417 － －
売上債権の増減額（△は増加） △1,032 262 437
たな卸資産の増減額（△は増加） 854 2,491 711
その他の資産の増減額（△は増加） △97 1,936 △128
仕入債務の増減額（△は減少） 1,517 △1,447 △3,542
その他の負債の増減額（△は減少） △1,260 721 160
その他 37 336 △89
小計 32,389 44,073 37,553
利息及び配当金の受取額 440 425 459
利息の支払額 △563 △415 △473
法人税等の支払額 △3,812 △3,862 △3,918
法人税等の還付額 175 202 767

営業活動によるキャッシュ・フロー 28,628 40,422 34,388
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △1,021 △20 △257
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 6,958 272 876
固定資産の取得による支出 △21,702 △16,576 △23,347
固定資産の売却による収入 1,475 863 2,304
関係会社株式の取得による支出 － － △3
子会社株式の取得による支出 △301 △20 －
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 － △10,124 －
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 △74 － －
長期貸付けによる支出 △1,110 △441 △453
長期貸付金の回収による収入 1,012 923 959
定期預金の預入による支出 △3,305 △160 △160
定期預金の払戻による収入 8,505 296 167
その他 △25 △7 △6

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,590 △24,994 △19,921
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出 － △50 －
長期借入金の返済による支出 △2,517 △2,517 △2,517
社債の発行による収入 － 29,866 －
社債の償還による支出 △30,000 － －
自己株式の取得による支出 △3 △6 △6
自己株式の売却による収入 0 0 0
配当金の支払額 △4,474 △4,474 △4,692
非支配株主への配当金の支払額 △34 △34 △28
その他 △467 △366 △300

財務活動によるキャッシュ・フロー △37,498 22,416 △7,546
現金及び現金同等物に係る換算差額 16 1 △20
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △18,444 37,845 6,899
現金及び現金同等物の期首残高 60,275 41,830 79,828
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 152 －
現金及び現金同等物の期末残高 41,830 79,828 86,727

財務データは経営統合前のコカ･コーラウエスト（株）の実績
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連結経営指標等 連結財務諸表

株主数（名） 所有株式数（千株）

● 金融機関 80 34,047

● 証券会社 43 3,175

● その他国内法人 919 73,132

● 外国法人等 511 69,731

● 個人その他 57,757 24,174

● 自己株式 1 2,006

合計 59,311 206,268

商 号 コカ･コーラ ボトラーズジャパン株式会社
Coca-Cola Bottlers Japan Inc.

本 社 所 在 地 東京都港区赤坂九丁目7番1号
ミッドタウン・タワー

本 店 所 在 地 福岡県福岡市東区箱崎七丁目9番66号

大株主

株主名 持株数（千株） 持株比率（％）

株式会社リコー 17,075 8.4
EUROPEAN REFRESHMENTS 15,454 7.6
日本コカ･コーラ株式会社 12,502 6.1
日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口） 6,288 3.1

東洋製罐グループホールディングス
株式会社 5,604 2.7

公益財団法人新技術開発財団 5,294 2.6
日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口） 5,261 2.6

薩摩酒造株式会社 4,699 2.3
株式会社千秋社 4,088 2.0
コカ･コーラ ホールディングズ･
ウエストジャパン･インク 4,074 2.0

（注1） 当社保有の自己株式2,006千株につきましては、上記の表および持株比率
の計算より除いております。

（注2） ザ コカ･コーラカンパニーの持株比率16.35%
　　  （EUROPEAN REFRESHMENTS、日本コカ･コーラ株式会社およびコカ･コーラ 

ホールディングズ･ウエストジャパン･インク等子会社による間接所有を含む。）

証 券 コ ー ド 2579

発行可能株式総数 500,000千株

発 行 済 株 式 総 数 206,268千株

株 主 数   59,311名

1単 元 の 株 式 数 100株

上 場 取 引 所 株式会社東京証券取引所（市場第一部）
証券会員制法人福岡証券取引所

基本情報 所有者別株式数の状況

会社概要

株式情報

設 立 1960年12月20日
（2017年4月1日付で、コカ･コーラ ボトラーズジャパン
株式会社に商号変更）

資 本 金 152億3千1百万円

連 結 従 業 員 数 17,200名

会社概要／株式情報 （2017年6月30日現在）

株式数の構成比

金融機関
16.5％

証券会社
1.5％

その他国内法人
35.5％

外国法人等
33.8％

個人その他
11.7％

自己株式
1.0％
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