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経営理念�
『さわやかさ創造企業』�

近畿コカ・コ－ラボトリンググループは、�

人々のうるおいと豊かさにつながる機会を創造します。�

人々の期待感や先進感にこたえます。�

人々の健康な生活に貢献します。�

●最新の情報はこちらでごらんいただけます。�

ホームページアドレス�
http://www.kinki.ccbc.co.jp





営業の概況�



ジョージアプロモーションでお得意様を訪問された守都社長（右端）、神田取締役（中央）、津田部長代理（左端）。�

この冬も、ジョージアで当てましょう。�
●シール15点分で総計25,000名様にプレゼント。�
●締切：2002年12月6日（当日消印有効）●詳しくは応募はがき  または、こちらへ。 0120-084-509（10：00～18：00 土、日、祝日を除く）  ホームページ http://georgia.jp

Enjoy コカ・コーラボトラーズ�



トピックス�

三

「大山ビバレッジ株式会社」2003年4月稼動�

ザ　コカ・コーラカンパニー（ＴＣＣＣ）・�
日本コカ・コーラ株式会社（ＣＣＪＣ）との新ボトラー契約に調印�



三笠社の株式を取得�

コカ・コーラシステム�
「サプライチェーンマネジメント（ＳＣＭ）の再構築」�

当社のエリア

三笠社のエリア
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 　FACE
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The Tea for Dining

ｂｏｃｏ�

Qoo　さわやかりんご�

2003年・新製品とブランドキャンペーン�

ミッキーアドベンチャー　�
ビタミンウォーター�

３００ｍｌボトル缶、５００ｍｌペット、２Ｌペット�
美容・健康をサポートする豊富な成分入り。�
さっぱりと飲みやすい「ダイエットサポート飲料」。�

２８０ｍｌペット、５００ｍｌペット�

３５０ｇ缶、５００ｍｌペット、１．５Ｌペット�
３００ｇボトル缶、５００ｍｌペット、１．５Ｌペット�

まろ茶１２０�
３４０ｇ缶、５００ｍｌペット、２Ｌペット�
健康をサポートする天然緑茶
カテキンを従来製品より２０％
増量した、初めての「健康緑茶」
です。�
上質な「かぶせ茶」と「抹茶」を
低温で丁寧に抽出、みずみずし
さと飲みやすさを実現しました。�

食事との相性を追求した本格無糖
紅茶。茶葉はセイロンとダージリ
ンをブレンドしたものを使用し爽
やかな香りを楽しめます。�

国産ふじりんご果汁を使用し、親し
みやすくさらにすっきりと飲みやす
い味わいに仕上がった２０％りんご
果汁飲料。�

ディズニーを代表するキャラク
ター「ミッキーマウス」とその
仲間たちが繰り広げる冒険をテ
ーマにした“ミッキーアドベン
チャー　ビタミン
ウォーター”。ビ
タミンの摂れる
オレンジ味のさっ
ぱりとしたおいし
さです。�



TV・明日があるさ�

プロモーション／Gウオッチ「ザ・タフネス」�
�

Ｓhop ＮＯ ＲＥＡＳＯＮ�

ポスター�

CFロケ風景�

コービーブライアント�

野球編�

「一生スポーツ。アクエリアス」キャンペ－ンを�
さらに浸透、強化します。�

人気キャラクターを起用し、メディアも�
含め立体的に展開します。�

「明日があるさ2」キャンペーンとして、�
さらに進化し、展開します。�

�

コカ・コーラ�

ジョージア� 爽健美茶� アクエリアス�

ＮＥＷ ＬＯＧＯ�



グループ業績の推移�

売上高� 営業利益�

経常利益� 純利益または純損失�

業績の推移�
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連結子会社の業績�
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近畿コカ・コ－ラプロダクツ株式会社�
清涼飲料水の受託製造 

（単位：百万円）�

（　　　売上高・　　　経常利益）�

株式会社セイコーコーポレートジャパン�
自動車整備業�

株式会社秋吉システムズ�
焼き鳥の名門「秋吉」のサブフランチャイザー事業�

関西ビバレッジサービス株式会社�

�
自動販売機のオペレーション、清涼飲料水の販売、�
オフィスコーヒーサービス事業、各種自動販売機の修理�

株式会社ネスコ�
清涼飲料水の販売�

関西ロジスティクス株式会社�
清涼飲料水の運送事業�

株式会社レックスエステート�
不動産の賃貸・売買・仲介および管理�

株式会社レックスリース�
総合リースおよび総合リース代理業�
�

株式会社カディアック�
清涼飲料水の販売�

株式会社シーアンドシー�
食品の販売、飲食店の経営�



新ビジョンの実現に向けて�



新ビジョンを語る守都社長�



連結決算レポート�
連結貸借対照表
科　目 金　額
資産の部
流動資産 33,148
現金及び預金 8,436
受取手形及び売掛金 11,116
有価証券 1,599
たな卸資産 7,858
前払費用 1,943
未収入金 1,767
繰延税金資産 389
その他 157
貸倒引当金 △　120

固定資産 86,369
有形固定資産 66,583
建物及び構築物 15,993
機械装置及び運搬具 11,849
販売機器 13,077
土地 20,378
建設仮勘定 50
リース資産 3,453
その他 1,781
無形固定資産 5,054
ソフトウェア 1,944
ソフトウェア仮勘定 191
連結調整勘定 2,007
その他 912
投資その他の資産 14,731
投資有価証券 5,975
長期貸付金 796
長期前払費用 1,719
差入保証金 1,929
繰延税金資産 2,381
その他 2,483
貸倒引当金 △　555

資産合計 119,517

科　目 金　額
負債の部
流動負債 26,338

支払手形及び買掛金 7,622

短期借入金 273

一年以内に償還の転換社債 8,167

一年以内に返済の長期借入金 1,884

未払金 3,266

未払法人税等 450

未払消費税等 383

未払費用 3,091

繰延税金負債 11

その他 1,190
固定負債 10,245

長期借入金 2,983

退職給付引当金 5,394

役員退職慰労引当金 333

繰延税金負債 446

その他 1,087
負債合計 36,584
少数株主持分 55
資本の部
資本金 10,948

資本準備金 10,040

連結剰余金 61,954

その他有価証券評価差額金 △　　41

自己株式 △　　23
資本合計 82,877
負債、少数株主持分及び資本合計 119,517

（単位：百万円）

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。



科　目 金　額
売上高 183,349
売上原価 97,577
売上総利益 85,772
販売費及び一般管理費 80,303
営業利益 5,469
営業外収益 576
受取利息 9
有価証券利息 2
受取配当金 19
不動産賃貸収入 227
その他 318
営業外費用 570
支払利息 71
社債利息 69
不動産賃貸料原価 188
貯蔵品他廃棄損 121
持分法による投資損失 12
その他 107
経常利益 5,475
特別利益 1,812
厚生年金基金代行部分返上益 1,456
固定資産売却益 352
投資有価証券売却益 2
特別損失 7,218
固定資産売却及び除却損 641
特別退職金 2,604
退職給付会計基準変更時差異償却額 3,804
ゴルフ会員権評価損 119
投資有価証券評価損 48
税金等調整前当期純利益 69
法人税、住民税及び事業税 751
法人税等調整額 △　861
少数株主利益 18
当期純利益 161

連結損益計算書 連結剰余金計算書
科　目 金　額
連結剰余金期首残高 63,070
連結剰余金減少高 1,277
当期純利益 161
連結剰余金期末残高 61,954

連結キャッシュ・フロー計算書
科　目 金　額
営業活動によるキャッシュ・フロー 16,176
投資活動によるキャッシュ・フロー △　20,055
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,478
現金及び現金同等物の減少額 △ 5,357
現金及び現金同等物の期首残高 15,343
現金及び現金同等物の期末残高 9,986

（単位：百万円） （単位：百万円）

（単位：百万円）

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。



貸借対照表
科　目 金　額
資産の部
流動資産 29,999
現金及び預金 6,263
受取手形 46
売掛金 10,405
有価証券 1,599
商品 2,385
製品 3,014
原材料 632
貯蔵品 838
前払費用 1,623
関係会社短期貸付金 1,213
未収入金 1,805
繰延税金資産 66
その他 207
貸倒引当金 △　103

固定資産 77,569
有形固定資産 54,609
建物 12,333
構築物 1,161
機械及び装置 9,774
工具器具及び備品 861
販売機器 12,815
土地 17,618
建設仮勘定 45
無形固定資産 2,171
ソフトウェア 1,858
その他 313
投資その他の資産 20,788
投資有価証券 1,334
関係会社株式 7,826
長期貸付金 124
従業員長期貸付金 147
関係会社長期貸付金 4,845
長期前払費用 1,227
差入保証金 1,405
繰延税金資産 1,941
その他 2,444
貸倒引当金 △　509

資産合計 107,569

科　目 金　額
負債の部
流動負債 20,591
買掛金 4,243
一年以内に償還の転換社債 8,167
未払金 2,707
未払法人税等 211
未払消費税等 52
未払費用 3,996
前受金 41
預り金 737
その他 434

固定負債 6,032
退職給付引当金 4,943
役員退職慰労引当金 280
その他 808

負債合計 26,624
資本の部
資本金 10,948
資本準備金 10,040
利益準備金 1,618
その他の剰余金 58,403
配当準備積立金 700
固定資産圧縮特別勘定積立金 347
固定資産圧縮積立金 398
別途積立金 56,600
当期未処分利益 356
その他有価証券評価差額金 △　41
自己株式 △　23
資本合計 80,944
負債・資本合計 107,569

（単位：百万円）

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

単体決算レポート�



科　目 金　額
売上高 162,196
売上原価 89,885
売上総利益 72,310
販売費及び一般管理費 68,197
営業利益 4,113
営業外収益 693
受取利息 45
有価証券利息 2
受取配当金 242
不動産賃貸収入 275
雑収入 127
営業外費用 444
支払利息 9
社債利息 69
不動産賃貸原価 189
貯蔵品他廃棄損 121
雑支出 53
経常利益 4,362
特別利益 2,268
厚生年金基金代行部分返上益 1,456
固定資産売却益 809
投資有価証券売却益 2
特別損失 7,166
固定資産売却及び除却損 590
特別退職金 2,604
退職給付会計基準変更時差異償却額 3,804
ゴルフ会員権評価損 119
投資有価証券評価損 47
税引前当期純損失 536
法人税、住民税及び事業税 329
法人税等調整額 △　491
当期純損失 373
前期繰越利益 1,293
中間配当額 563
当期未処分利益 356

損益計算書 利益処分
科　目 金　額
当期未処分利益 356
任意積立金取崩額 2,347
固定資産圧縮特別勘定積立金取崩額 347
別途積立金取崩額 2,000
合計 2,704
利益処分額 1,388
配当金 563
役員賞与金 51
（うち監査役分） （4）
固定資産圧縮特別勘定積立金 223
固定資産圧縮積立金 550
次期繰越利益 1,316

（単位：百万円） （単位：百万円）

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。
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株式の状況�
株価・日経平均株価・売買高の推移�
（株価：大阪証券取引所　売買高：大阪証券取引所・東京証券取引所立会内取引合計）�
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株価：円�

日経平均株価：円�

売買高：万株�
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会社の概況�
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株主メモ�
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本紙は再生紙を使用しています。


