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1.  平成25年12月期第1四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25年3月31日） 

（注）平成24年12月期第１四半期及び平成25年12月期第1四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につきましては、１株当たり四半期純損失である
ため、記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

25年12月期第1四半期 39,788 △2.7 △340 ― △261 ― △249 ―
24年12月期第1四半期 40,894 2.5 △933 ― △1,049 ― △819 ―

（注）包括利益 25年12月期第1四半期 △18百万円 （―％） 24年12月期第1四半期 △678百万円 （―％）

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

25年12月期第1四半期 △5.64 ―
24年12月期第1四半期 △18.58 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年12月期第1四半期 113,179 86,653 76.5
24年12月期 112,785 87,461 77.5
（参考） 自己資本   25年12月期第1四半期  86,604百万円 24年12月期  87,417百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
※当社は、平成25年７月１日を効力発生日として、三国コカ・コーラボトリング株式会社、東京コカ・コーラボトリング株式会社、利根コカ・コーラボトリング株式会
社との経営統合を予定しており、平成25年12月期の期末配当（予想）につきましては、現時点では未定としております。決定次第、改めて公表いたします。 

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

24年12月期 ― 18.00 ― 18.00 36.00
25年12月期 ―
25年12月期（予想） 18.00 ― ― ―

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
※当社は、平成25年７月１日を効力発生日として、三国コカ・コーラボトリング株式会社、東京コカ・コーラボトリング株式会社、利根コカ・コーラボトリング株式会
社との経営統合を予定しており、平成25年12月期の通期連結業績予想につきましては、現時点では未定としております。決定次第、改めて公表いたします。 

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

通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・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おりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・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〕Ｐ．２「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年12月期1Q 45,003,495 株 24年12月期 45,003,495 株
② 期末自己株式数 25年12月期1Q 861,621 株 24年12月期 861,446 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期1Q 44,141,948 株 24年12月期1Q 44,109,064 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災からの復興需要を背景とした堅調な国内需

要のもと、緩やかな回復傾向が続く一方で、欧米の財政問題、新興国経済の減速等の懸念材料は残り、先行きは不

透明な状況が続いておりました。そのような中、昨年12月の政権交代に伴う経済対策および金融政策への期待とそ

の効果から円安および株価上昇の動きが見られ、景気浮揚の期待感も高まり明るい兆しが見え始めました。 

清涼飲料業界におきましては、昨年のミネラルウォーターの備蓄を意識した大幅販売増からの反動があったも

のの、比較的天候に恵まれたこともあり、飲料市場全体で前年販売数量を２％程度上回る着地となりました。しか

し、消費者の節約志向の高まりや市場の低価格化による企業間の販売競争は依然として激しく、収益を圧迫する厳

しい状況が続いております。 

このような状況のもと、当社グループにおきましては、市場における売上成長機会を常に探究し、市場シェア

と売上高・利益の３本の柱の拡大に向けて、全社員一丸となって取り組んでおります。 

販売面におきましては、”今、コカ・コーラを買うと思い出の歌をプレゼント”というコンセプトにより

「Share a Coke and a Song」キャンペーンを、また、”限界を超えてさらなる高みを目指す”という「コカ・コ

ーラ ゼロ」ならではのメッセージが込められた「Zero Limitキャンペーン」を展開することで「コカ・コーラ」

および「コカ・コーラ ゼロ」の更なるブランド力強化とシェアの拡大をはかりました。また、日中の消費電力を

95％削減できる「ピークシフト自販機」を展開することで、環境・節電に対する当社の取り組みを訴求し、併せて

新たなロケーションの獲得にも努めました。 

エリア戦略におきましては、2010年より展開しております東海地方の元気を応援する「でら！ジョージア」プ

ロジェクトの一環として、「中日ドラゴンズ応援自動販売機」を制作し、中日ドラゴンズ屋内練習場外（名古屋市

中川区）への設置を皮切りに展開を開始し、地域に密着した販売活動を継続して行いました。 

 組織体制におきましては、2013年７月の経営統合に向け、コカ・コーライーストジャパン統合準備プロジェクト

を発足し、具体的な統合・変革の実現に向けた検討を開始しました。 

 このような活動の結果、当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は前年同期比2.7％減の397億

88百万円となりましたが、販売費の減少等の影響もあり、営業損失は３億40百万円（前年同期の営業損失は９億33

百万円）、経常損失は２億61百万円（前年同期の経常損失は10億49百万円）、四半期純損失は２億49百万円(前年

同期の四半期純損失は８億19百万円)となりました。  

 なお、当社グループにおいては、飲料事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略してお

ります。  

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の資産の部は、1,131億79百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億93百万円増

加しました。これは主として、現金及び預金が減少したものの、有価証券が増加したこと等によるものでありま

す。  

  負債の部については、265億25百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億１百万円増加しました。これは主と

して、買掛金が増加したこと等によるものであります。 

 純資産の部については、866億53百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億７百万円減少しました。これは主

として、利益剰余金が減少したこと等によるものであります。  

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

今後の見通しにつきましては、清涼飲料市場における原材料・資材価格の高騰や市場の低価格化などの不安要素

が多く、厳しい経営環境が続くものと予想されます。 

このような状況下、当社グループは地域に密着した営業活動を展開し、また、最盛期に向けブランド力を最大限

に露出・活用していくことで、市場シェアと売上高・利益の拡大を図ってまいります。 

  当第１四半期連結累計期間の業績は、前述の「（１）連結経営成績に関する定性的情報」に記載のとおり推移し

ております。また、平成25年７月１日を効力発生日とする、当社、三国コカ・コーラボトリング株式会社、東京コ

カ・コーラボトリング株式会社、利根コカ・コーラボトリング株式会社との経営統合が、統合各社の株主総会で承

認されておりますが、平成25年２月13日の決算短信発表時に公表いたしましたとおり、統合後のコカ・コーライー

ストジャパン株式会社の平成25年12月期の通期連結業績予想につきましては、現時点では未定としており、決定次

第、改めて公表いたします。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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。   

   

   

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24年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,017 5,044

受取手形及び売掛金 13,652 13,313

有価証券 16,000 17,500

商品及び製品 6,593 5,642

原材料及び貯蔵品 495 472

その他 5,684 6,546

貸倒引当金 △6 △6

流動資産合計 48,437 48,513

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 14,164 13,965

販売機器（純額） 14,367 14,820

土地 18,681 18,681

その他（純額） 6,020 5,889

有形固定資産合計 53,233 53,356

無形固定資産 1,499 1,466

投資その他の資産   

その他 9,708 9,937

貸倒引当金 △94 △93

投資その他の資産合計 9,614 9,843

固定資産合計 64,347 64,665

資産合計 112,785 113,179

負債の部   

流動負債   

買掛金 7,676 9,440

未払法人税等 1,308 172

役員賞与引当金 42 －

その他 11,034 11,205

流動負債合計 20,062 20,818

固定負債   

退職給付引当金 2,870 2,904

役員退職慰労引当金 59 36

環境対策引当金 85 85

その他 2,246 2,680

固定負債合計 5,262 5,706

負債合計 25,324 26,525
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,499 6,499

資本剰余金 24,805 24,805

利益剰余金 57,041 55,997

自己株式 △1,163 △1,163

株主資本合計 87,183 86,139

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 233 464

その他の包括利益累計額合計 233 464

新株予約権 44 49

純資産合計 87,461 86,653

負債純資産合計 112,785 113,179
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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24年１月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 

 至 平成25年３月31日) 

売上高 40,894 39,788

売上原価 24,947 23,751

売上総利益 15,946 16,037

販売費及び一般管理費 16,880 16,378

営業損失（△） △933 △340

営業外収益   

受取利息 8 10

受取配当金 4 1

持分法による投資利益 － 10

受取賃貸料 31 33

廃棄有価物売却益 25 31

雑収入 24 19

営業外収益合計 95 106

営業外費用   

支払利息 3 3

持分法による投資損失 172 －

賃貸費用 12 13

株式費用 11 8

雑損失 9 2

営業外費用合計 210 27

経常損失（△） △1,049 △261

特別損失   

固定資産除売却損 111 92

投資有価証券評価損 12 －

特別損失合計 123 92

税金等調整前四半期純損失（△） △1,172 △354

法人税、住民税及び事業税 147 142

過年度法人税等 － △31

法人税等調整額 △500 △216

法人税等合計 △353 △105

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △819 △249

四半期純損失（△） △819 △249
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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24年１月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 

 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △819 △249

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 140 230

その他の包括利益合計 140 230

四半期包括利益 △678 △18

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △678 △18

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。 

   

   

該当事項はありません。   

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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（１）四半期連結損益計算書増減（前年同期比）  

  

４．補足情報

          （単位：百万円）

  
平成24年 

第１四半期 

平成25年 

第１四半期 
増減 主な増減要因 

 売上高   40,894 39,788 △ 1,105  販売数量の減少他     

 売上原価  24,947 23,751 △ 1,196  売上原価のコスト削減他   

 売上総利益  15,946 16,037 90     

 販売費及び 

 一般管理費 
 16,880 16,378 △ 502

 販売促進費の減少 △ 169

 退職給付費用の減少 △ 131

 従業員給与の減少 △ 113

 販売機器維持費の減少 △ 111

 営業損失  △ 933 △ 340 593     

 営業外収益  95 106 11     

 営業外費用  210 27 △ 182  前期持分法による投資損失 △ 172

 経常損失  △ 1,049 △ 261 787     

 特別損失  123 92 △ 30     

 税金等調整前 

 四半期純損失 
 △ 1,172 △ 354 818     

 法人税等合計  △ 353 △ 105 247     

 少数株主損益調整前 

 四半期純損失 
 △ 819 △ 249 570     

 四半期純損失  △ 819 △ 249 570     
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 （２）四半期連結貸借対照表増減（前期末比）  

  

        （単位：百万円）

  
平成24年 

12月末 

平成25年 

３月末 
増減 主な増減要因 

 現金及び預金  6,017 5,044 △ 972    

 受取手形及び売掛金  13,652 13,313 △ 339    

 有価証券  16,000 17,500 1,500  譲渡性預金等の増減   

 商品及び製品  6,593 5,642 △ 951  冬季商材在庫の減少他  

 原材料及び貯蔵品  495 472 △ 23    

 その他  5,684 6,546 861    

 貸倒引当金  △ 6 △ 6 0    

流動資産合計  48,437 48,513 75    

 建物及び構築物  14,164 13,965 △ 199    

 販売機器  14,367 14,820 452    

 土地  18,681 18,681 －    

 その他  6,020 5,889 △ 130    

有形固定資産合計  53,233 53,356 122    

無形固定資産  1,499 1,466 △ 32    

 その他  9,708 9,937 228    

 貸倒引当金  △ 94 △ 93 0    

投資その他の資産合計  9,614 9,843 228    

固定資産合計  64,347 64,665 318    

資産合計  112,785 113,179 393    

           

 買掛金  7,676 9,440 1,764    

 未払法人税等  1,308 172 △ 1,135  前期確定申告納付による減少他  

 役員賞与引当金  42 － △ 42    

 その他  11,034 11,205 170    

流動負債合計  20,062 20,818 756    

 退職給付引当金  2,870 2,904 34    

 役員退職慰労引当金  59 36 △ 22    

 環境対策引当金  85 85 －    

 その他  2,246 2,680 433    

固定負債合計  5,262 5,706 444    

負債合計  25,324 26,525 1,201    

 資本金  6,499 6,499 －    

 資本剰余金  24,805 24,805 －    

 利益剰余金  57,041 55,997 △ 1,043  期末配当金支払による減少他  

 自己株式  △ 1,163 △ 1,163 △ 0    

株主資本合計  87,183 86,139 △ 1,043    

その他の包括利益 

累計額合計 
 233 464 230    

 新株予約権  44 49 5    

純資産合計  87,461 86,653 △ 807    

負債純資産合計  112,785 113,179 393    
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