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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要の顕在化や個人消費の緩やかな

回復により、景気は持ち直しつつあります。しかし、福島第１原発事故に端を発した電力供給問題等の影響は継続

しており、また、原油・原材料等の価格高騰の影響などから、引き続き厳しい状況で推移いたしました。 

清涼飲料業界におきましては、昨年の東日本大震災の影響の反動から市場成長はプラスとなったものの、消費者

の節約志向の継続に伴う低価格化の影響などにより、清涼飲料各社間での激しい販売競争は継続しており、清涼飲

料各社を取り巻く経営環境は一段と厳しさを増しております。 

このような経営環境の中、当社グループは、「長期経営構想2020」の第１ステップ「革新と成長の３年」の２年

目である平成24年度の経営方針を、『お客さま起点による戦略を市場で着実に実行し、収益・ボリューム／シェア

の持続的成長を図る』とともに、『「ビジネスモデルの８つの変革」を実行に移し、中長期的視点での経営基盤の

確立を図る』こととし、それによって経営目標を達成するとともに将来に亘って成長を続け、収益力を高める基盤

づくりを進めております。  

当第１四半期連結累計期間の経営成績の状況は、次のとおりであります。  

＜売上高＞ 

清涼飲料事業においては、販売数量はほぼ前年通りとなりましたが、販売構成の変化による影響等により、売

上高は、前第１四半期連結累計期間に比べ22億６百万円減少し、755億５千８百万円（前年同期比2.8％減）とな

りました。一方、健康食品事業においては、スキンケア商品の販売が好調であった影響等により、売上高は、前

第１四半期連結累計期間に比べ８億５千３百万円増加し、91億４千８百万円（同比10.3％増）となりました。こ

れにより、セグメント合計の売上高は、前第１四半期連結累計期間に比べ17億５千８百万円減少し、847億７百

万円（同比2.0％減）となりました。 

＜営業損益＞ 

清涼飲料事業においては、売上高の減少に加え、原材料・資材価格高騰の影響等により、営業損益は、前第１

四半期連結累計期間に比べ16億１千８百万円減少し、12億３千３百万円の営業損失となりました。一方、健康食

品事業においては、売上高の増加の影響等により、営業利益は、前第１四半期連結累計期間に比べ２億７千６百

万円増加し、12億５千７百万円（同比28.2％増）となりました。これにより、セグメント合計の営業利益は、前

第１四半期連結累計期間に比べ13億５千３百万円減少し、２千３百万円（同比98.3％減）となりました。 

＜経常損益および四半期純損益＞ 

経常損益は、営業利益の減少に加え、負ののれんの償却が前連結会計年度において終了した影響等により、前

第１四半期連結累計期間に比べ14億９千９百万円減少し、１億５千８百万円の経常損失となりました。また、四

半期純損益は、資産除去債務に関する会計基準の適用に伴う特別損失の発生が、前第１四半期連結累計期間のみ

の発生であった影響等はありましたが、前第１四半期連結累計期間に比べ２千５百万円減少し、５億４千７百万

円の四半期純損失となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ58億８千７百万円減少し、3,366億７千３百

万円（同比1.7％減）となりました。これは主に、法人税等や配当金の支払いに充当するための譲渡性預金の償還

等に伴う有価証券の減少によるものであります。 

当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ39億９千８百万円減少し、1,106億９千７百万

円（同比3.5％減）となりました。これは主に、法人税等の支払いによるものであります。 

当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ18億８千８百万円減少し、2,259億７千６百

万円（同比0.8％減）となりました。これは主に、配当金の支払いによるものであります。 

  

当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況等につきましては、次のとおりであります。 

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 

営業活動によるキャッシュ・フローは、２千６百万円の支出（前年同期53億３千８百万円の収入）となりまし

た。法人税等の支払額が13億６千１百万円増加したことに加え、たな卸資産および仕入債務の増減による運転資

金の支出が33億３千７百万円増加したことなどにより、当第１四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシ

ュ・フローは、前第１四半期連結累計期間に比べ53億６千４百万円の減少となりました。 

１．当四半期決算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

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞ 

投資活動によるキャッシュ・フローは、49億２千５百万円の収入（前年同期41億６百万円の支出）となりまし

た。当第１四半期連結累計期間において、譲渡性預金の償還等による163億１百万円の収入があったことなどに

より、当第１四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前第１四半期連結累計期間に比べ90

億３千２百万円の増加となりました。 

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞ 

財務活動によるキャッシュ・フローは、35億２千４百万円の支出（前年同期45億７千７百万円の支出）となり

ました。リース債務の返済による支出が減少したことにより、当第１四半期連結累計期間の財務活動によるキャ

ッシュ・フローは、前第１四半期連結累計期間に比べ10億５千２百万円の増加となりました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ13億

７千３百万円増加し、359億３千８百万円（前年同期比5.4％増）となりました。 

  

当第１四半期連結累計期間の業績は、厳しい経済環境による消費低迷の影響を受け、営業利益、経常利益、四半

期純利益は計画を下回りました。平成24年12月期第２四半期連結累計期間および通期の業績予想につきましては、

売上拡大に向けた諸施策と、更なるコスト削減に取り組むとともに、飲料業界の 盛期である夏場の天候、原材

料・資材の更なる高騰や夏場の電力供給等のリスクを考慮し、平成24年２月７日に公表いたしました業績予想を変

更しておりません。 

  

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。  

  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示  

該当事項はありません。  

  

(4) 追加情報 

「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更および過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）および「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項

コカ・コーラウエスト㈱（2579）　平成24年12月期　第１四半期決算短信

3



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）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 25,208 25,970

受取手形及び売掛金 25,335 22,619

有価証券 26,738 16,744

商品及び製品 21,954 24,414

仕掛品 464 641

原材料及び貯蔵品 1,450 2,476

その他 18,550 19,018

貸倒引当金 △504 △497

流動資産合計 119,197 111,388

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 33,525 34,176

機械装置及び運搬具（純額） 20,497 20,213

販売機器（純額） 20,820 21,695

土地 52,774 52,606

建設仮勘定 395 1,286

その他（純額） 2,204 2,058

有形固定資産合計 130,218 132,036

無形固定資産   

のれん 47,474 46,705

その他 4,723 4,988

無形固定資産合計 52,198 51,694

投資その他の資産   

投資有価証券 24,583 25,893

前払年金費用 5,827 5,529

その他 11,109 10,697

貸倒引当金 △574 △566

投資その他の資産合計 40,946 41,554

固定資産合計 223,362 225,285

資産合計 342,560 336,673
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 18,657 17,416

1年内返済予定の長期借入金 2,542 2,542

未払法人税等 2,750 264

未払金 15,656 16,008

販売促進引当金 160 161

その他 6,812 7,197

流動負債合計 46,579 43,591

固定負債   

社債 50,000 50,000

長期借入金 10,273 9,019

退職給付引当金 1,018 951

役員退職慰労引当金 117 122

その他 6,707 7,011

固定負債合計 68,116 67,105

負債合計 114,695 110,697

純資産の部   

株主資本   

資本金 15,231 15,231

資本剰余金 109,072 109,072

利益剰余金 130,655 128,008

自己株式 △25,764 △25,764

株主資本合計 229,195 226,547

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1,703 △914

その他の包括利益累計額合計 △1,703 △914

少数株主持分 373 343

純資産合計 227,864 225,976

負債純資産合計 342,560 336,673
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(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
(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23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 86,465 84,707

売上原価 43,274 42,680

売上総利益 43,190 42,026

販売費及び一般管理費 41,813 42,003

営業利益 1,377 23

営業外収益   

受取利息 16 22

受取配当金 10 10

負ののれん償却額 103 －

その他 146 144

営業外収益合計 278 177

営業外費用   

支払利息 175 159

持分法による投資損失 15 124

固定資産除却損 37 44

その他 86 30

営業外費用合計 314 359

経常利益又は経常損失（△） 1,340 △158

特別損失   

災害による損失 17 －

たな卸資産処分損 393 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 726 －

特別損失合計 1,137 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

202 △158

法人税、住民税及び事業税 318 211

法人税等調整額 396 173

法人税等合計 714 384

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △512 △543

少数株主利益 10 3

四半期純損失（△） △522 △547
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(四半期連結包括利益計算書) 
(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23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △512 △543

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △471 780

持分法適用会社に対する持分相当額 4 7

その他の包括利益合計 △466 788

四半期包括利益 △979 244

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △989 240

少数株主に係る四半期包括利益 10 3
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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23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

202 △158

減価償却費 5,149 4,928

のれん償却額 674 660

負ののれん償却額 △103 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4 5

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,474 △58

前払年金費用の増減額（△は増加） 4,490 298

受取利息及び受取配当金 △27 △32

支払利息 175 159

持分法による投資損益（△は益） 15 124

固定資産売却損益（△は益） △2 0

固定資産除却損 31 21

売上債権の増減額（△は増加） 702 2,617

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,718 △3,662

その他の資産の増減額（△は増加） 2,134 500

仕入債務の増減額（△は減少） 152 △1,240

その他の負債の増減額（△は減少） △1,083 △1,116

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 726 －

その他 207 174

小計 7,257 3,220

利息及び配当金の受取額 16 26

利息の支払額 △81 △57

法人税等の支払額 △1,853 △3,215

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,338 △26

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 △2,069 △5,808

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

2,000 16,301

固定資産の取得による支出 △4,118 △5,680

固定資産の売却による収入 4 0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 553

長期貸付けによる支出 △20 △125

長期貸付金の回収による収入 5 59

定期預金の預入による支出 △104 △600

定期預金の払戻による収入 195 210

その他 △0 15

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,106 4,925

コカ・コーラウエスト㈱（2579）　平成24年12月期　第１四半期決算短信

8



（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △1,254 △1,254

自己株式の取得による支出 △0 △0

自己株式の売却による収入 － 0

配当金の支払額 △1,999 △2,099

少数株主への配当金の支払額 △6 △33

その他 △1,316 △137

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,577 △3,524

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,346 1,373

現金及び現金同等物の期首残高 37,434 34,564

現金及び現金同等物の四半期末残高 34,088 35,938
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該当事項はありません。  

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年３月31日）  

１．報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報 

（注）売上高およびセグメント利益は、四半期連結損益計算書の売上高および営業利益とそれぞれ一致しております。

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年３月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報 

（注）売上高およびセグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の売上高および営業利益とそれぞれ一致

しております。  

   

２．報告セグメントごとの資産に関する情報 

「その他事業」を営んでいた中国ピアノ運送株式会社は、平成24年１月31日付で当社が所有する全株式を売

却したことに伴い、平成24年１月１日をみなし売却日として連結の範囲から除外しております。この影響によ

り、「その他事業」の資産はなくなりました。  

  

３．報告セグメントの変更等に関する事項 

上述の中国ピアノ運送株式会社の株式の売却に伴い、当第１四半期連結会計期間より、報告セグメントを、

従来の「清涼飲料事業」、「健康食品事業」、「その他事業」の３つの報告セグメントから、「清涼飲料事

業」、「健康食品事業」の２つの報告セグメントに変更しております。  

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報等

  
清涼飲料事業 

（百万円） 

健康食品事業 

（百万円） 

その他事業 

（百万円） 

合計 

（百万円） 

 売上高         

外部顧客への売上高       77,765      8,294             404           86,465

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
            －       －         －              －

      計           77,765           8,294            404            86,465

 セグメント利益            384            980           11           1,377

  
清涼飲料事業 

（百万円） 

健康食品事業 

（百万円） 

合計 

（百万円） 

 売上高       

外部顧客への売上高       75,558      9,148           84,707

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
            －       －              －

      計           75,558           9,148            84,707

 セグメント利益 

 又は損失（△） 
          △1,233            1,257           23

(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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