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当第３四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が底堅く推移しているものの、

海外経済の減速に伴う輸出不振などを背景として、景気回復の動きに足踏みがみられ、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からの反動および夏場の猛暑の影響により市場成長はプラス

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、清涼飲料各社を取り巻く経営環境は

依然として厳しい状況であります。 

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３四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、消費者の節約志向の継続および夏場の西

日本における多雨の影響に伴う販売構成の変化により、売上高は、前第３四半期連結累計期間に比べ99億８千３

百万円減少し、2,690億４千６百万円（前年同期比3.6％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３四半期連結累計期間に比べ16億８千６百万

円増加し、273億５千３百万円（同比6.6％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３

四半期連結累計期間に比べ95億２百万円減少し、2,964億円（同比3.1％減）となりました。 

＜営業利益＞ 

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、営業利益は、前第３

四半期連結累計期間に比べ35億１千１百万円減少し、61億４千万円（同比36.4％減）となりました。一方、健康

食品事業においては、売上高増加の影響等により、営業利益は、前第３四半期連結累計期間に比べ７億４千８百

万円増加し、43億１千６百万円（同比21.0％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３四半期連結累計期間に比べ27億７千５百万円減少し、104億５千７百万円（同比21.0％減）となりました。 

＜経常利益および四半期純利益＞ 

営業利益の減少を主要因として、経常利益は、前第３四半期連結累計期間に比べ26億４千５百万円減少し、

104億６千万円（同比20.2％減）となりました。また、経常利益の減少を主要因として、四半期純利益は、前第

３四半期連結累計期間に比べ15億５千９百万円減少し、45億７百万円（同比25.7％減）となりました。 

  

当第３四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47億６千４百万円減少し、3,377億９千６百

万円（前連結会計年度比1.4％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

性預金の償還に伴う有価証券の減少によるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ53億９千２百万円減少し、1,093億３百万円

（同比4.7％減）となりました。これは主に、仕入債務の減少および長期借入金の約定返済によるものでありま

す。 

当第３四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６億２千７百万円増加し、2,284億９千２百

万円（同比0.3％増）となりました。   

  

当第３四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、197億３千５百万円の収入（前年同期331億５千９百万円の収入）とな

りました。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90億４千５百万円増加したことや、法人税

等の支払額が14億８千２百万円増加したことなどにより、当第３四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３四半期連結累計期間に比べ134億２千４百万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、102億７千６百万円の支出（前年同期206億６千３百万円の支出）とな

りました。当第３四半期連結累計期間において、譲渡性預金の償還等による239億１千１百万円の収入があった

ことなどにより、当第３四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３四半期連結累計期

間に比べ103億８千７百万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、70億５千６百万円の支出（前年同期82億８千７百万円の支出）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などにより、当第３四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３四半期連結累計期間に比べ12億３千万円の増加となりました。 

以上の結果、当第３四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24億

３百万円増加し、369億６千７百万円（前年同期比11.2％減）となりました。 

  

当第３四半期連結累計期間の業績は、依然として厳しい経済環境により消費低迷が継続する中、グループを挙げ

て収益改善活動を進めた結果、営業利益、経常利益はほぼ計画通りとなりましたが、特別損失の影響により四半期

純利益は計画を下回りました。通期の業績予想につきましては、引き続き収益改善活動を継続し、平成24年８月２

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 

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（注記事項）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 25,208 25,830

受取手形及び売掛金 25,335 27,787

有価証券 26,738 22,303

商品及び製品 21,954 21,885

仕掛品 464 675

原材料及び貯蔵品 1,450 2,403

その他 18,550 17,256

貸倒引当金 △504 △616

流動資産合計 119,197 117,525

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 33,525 33,012

機械装置及び運搬具（純額） 20,497 19,391

販売機器（純額） 20,820 21,935

土地 52,774 52,330

建設仮勘定 395 2,575

その他（純額） 2,204 1,876

有形固定資産合計 130,218 131,121

無形固定資産   

のれん 47,474 45,384

その他 4,723 4,950

無形固定資産合計 52,198 50,335

投資その他の資産   

投資有価証券 24,583 24,596

前払年金費用 5,827 4,926

その他 11,109 9,782

貸倒引当金 △574 △493

投資その他の資産合計 40,946 38,813

固定資産合計 223,362 220,270

資産合計 342,560 337,796
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 18,657 16,494

1年内返済予定の長期借入金 2,542 2,517

未払法人税等 2,750 1,711

未払金 15,656 14,103

販売促進引当金 160 166

その他 6,812 9,119

流動負債合計 46,579 44,113

固定負債   

社債 50,000 50,000

長期借入金 10,273 7,760

退職給付引当金 1,018 975

役員退職慰労引当金 117 132

その他 6,707 6,321

固定負債合計 68,116 65,189

負債合計 114,695 109,303

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 130,655 131,063

自己株式 △25,764 △25,765

株主資本合計 229,195 229,602

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 △1,472

その他の包括利益累計額合計 △1,703 △1,472

少数株主持分 373 362

純資産合計 227,864 228,492

負債純資産合計 342,560 337,796
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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３四半期連結累計期間) 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 305,903 296,400

売上原価 157,192 150,088

売上総利益 148,710 146,312

販売費及び一般管理費 135,477 135,854

営業利益 13,232 10,457

営業外収益   

受取利息 50 61

受取配当金 165 158

負ののれん償却額 207 －

持分法による投資利益 333 123

その他 349 402

営業外収益合計 1,105 746

営業外費用   

支払利息 520 473

固定資産除却損 403 157

その他 307 112

営業外費用合計 1,231 742

経常利益 13,106 10,460

特別利益   

固定資産売却益 382 －

投資有価証券売却益 49 －

特別利益合計 431 －

特別損失   

災害による損失 35 39

投資有価証券評価損 14 170

たな卸資産処分損 490 －

節電対策費 352 －

品質問題対策損失 － 611

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 1,619 821

税金等調整前四半期純利益 11,918 9,639

法人税、住民税及び事業税 2,806 2,770

法人税等調整額 3,010 2,337

法人税等合計 5,816 5,108

少数株主損益調整前四半期純利益 6,102 4,530

少数株主利益 34 22

四半期純利益 6,067 4,507
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(四半期連結包括利益計算書) 
(第３四半期連結累計期間) 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 6,102 4,530

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,233 227

持分法適用会社に対する持分相当額 6 3

その他の包括利益合計 △1,226 230

四半期包括利益 4,875 4,761

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 4,840 4,738

少数株主に係る四半期包括利益 34 22
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９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 11,918 9,639

減価償却費 15,898 15,324

のれん償却額 2,023 1,982

負ののれん償却額 △207 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12 15

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,519 △35

前払年金費用の増減額（△は増加） 4,810 900

受取利息及び受取配当金 △215 △219

支払利息 520 473

持分法による投資損益（△は益） △333 △123

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △49 －

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 14 170

固定資産売却損益（△は益） △371 6

固定資産除却損 391 111

売上債権の増減額（△は増加） △3,591 △2,550

たな卸資産の増減額（△は増加） 389 △1,094

その他の資産の増減額（△は増加） 360 695

仕入債務の増減額（△は減少） 5,398 △2,162

その他の負債の増減額（△は減少） 2,271 858

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 726 －

その他 237 104

小計 35,686 24,097

利息及び配当金の受取額 208 216

利息の支払額 △422 △370

法人税等の支払額 △2,743 △4,225

法人税等の還付額 431 17

営業活動によるキャッシュ・フロー 33,159 19,735

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 △9,592 △16,215

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

4,649 23,911

固定資産の取得による支出 △17,103 △17,456

固定資産の売却による収入 1,449 305

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 △223 △346

長期貸付金の回収による収入 172 344

定期預金の預入による支出 △224 △1,765

定期預金の払戻による収入 215 380

その他 △7 11

投資活動によるキャッシュ・フロー △20,663 △10,276
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30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 △2,538 △2,538

自己株式の取得による支出 △2 △1

自己株式の売却による収入 0 0

配当金の支払額 △3,998 △4,098

少数株主への配当金の支払額 △6 △33

その他 △1,741 △384

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,287 △7,056

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,208 2,403

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 41,643 36,967

コカ･コーラウエスト㈱(2579)　平成24年12月期　第３四半期決算短信

9



該当事項はありません。     

   

前第３四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年９月30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３四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年９月30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。

  

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、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       279,029      25,667             1,206           305,903

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
            －       －         －              －

      計           279,029           25,667            1,206            305,903

 セグメント利益            9,652            3,568           11         13,232

  
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       269,046      27,353           296,400

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
          －     －             － 

      計           269,046           27,353            296,400

 セグメント利益           6,140            4,316           10,457

(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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