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1.  21年12月期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年12月期 121,223 △3.9 3,534 △6.9 3,534 △6.2 2,016 △6.5

20年12月期 126,096 △2.7 3,796 △21.3 3,768 △24.8 2,156 △21.8

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年12月期 41.75 ― 3.2 4.7 2.9
20年12月期 43.22 ― 3.4 5.0 3.0

（参考） 持分法投資損益 21年12月期  124百万円 20年12月期  49百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年12月期 76,711 63,046 82.2 1,305.68
20年12月期 74,657 62,108 83.2 1,286.21

（参考） 自己資本   21年12月期  63,046百万円 20年12月期  62,108百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年12月期 8,536 △6,086 △1,159 6,262
20年12月期 6,668 △6,706 △3,197 4,972

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

20年12月期 ― 12.00 ― 12.00 24.00 1,182 55.5 1.9
21年12月期 ― 12.00 ― 12.00 24.00 1,158 57.5 1.9

22年12月期 
（予想）

― 12.00 ― 12.00 24.00 52.7

3.  22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

58,400 1.7 1,100 △0.5 1,100 40.4 600 45.3 12.43

通期 124,000 2.3 4,000 13.2 4,000 13.2 2,200 9.1 45.56

1



4.  その他 

(1) 期中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) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注） 詳細は、21ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、35ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期 53,555,732株 20年12月期 53,555,732株

② 期末自己株式数 21年12月期  5,269,274株 20年12月期  5,268,055株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年12月期の個別業績（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年12月期 107,015 △2.0 2,455 △2.2 3,219 3.4 2,021 △8.2

20年12月期 109,189 △0.3 2,510 △32.8 3,113 △31.1 2,201 △14.3

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年12月期 41.87 ―

20年12月期 44.14 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年12月期 71,195 57,242 80.4 1,185.47
20年12月期 70,895 56,377 79.5 1,167.53

（参考） 自己資本 21年12月期  57,242百万円 20年12月期  56,377百万円

2.  22年12月期の個別業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しており、実際の業績は様々な要因により異なる場合がございます。なお、上記
予想に関する事項は、３ページ「１．経営成績（１）経営成績の分析」をご覧ください。 

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

第2四半期 
累計期間

51,700 2.5 700 △3.4 1,200 △12.2 900 △9.9 18.64

通期 110,000 2.8 2,800 14.0 3,500 8.7 2,200 8.8 45.56

2



三国コカ・コーラボトリング㈱（2572）　平成21年12月期　決算短信

3



 ①資産、負債及び純資産の状況 
(資産) 
 当連結会計年度末における流動資産は、前連結会計年度末に比べて５億84百万円減少し350億７百万円
となりました。これは主として、現金及び預金が10億89百万円増加し、その他流動資産が12億45百万円減
少したことなどであります。 
 固定資産は前連結会計年度末に比べて26億38百万円増加し417億３百万円となりました。これは主とし
てリース資産が22億32百万円増加したことなどであります。 
  
(負債) 
 当連結会計年度末における流動負債は前連結会計年度末に比べて３億28百万円減少し111億47百万円と
なりました。これは主として、リース債務が８億50百万円増加し、支払手形及び買掛金が７億91百万円、
その他流動負債が５億３百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。 
 固定負債は前連結会計年度末に比べて14億43百万円増加し25億17百万円となりました。これはリース債
務が13億81百万円増加したことなどによるものです。 
  
(純資産) 
 当連結会計年度末における純資産合計は前連結会計年度末に比べて９億38百万円増加し630億46百万円
となりました。これは主として利益剰余金が８億57百万円増加したことなどによるものです。 
  

 ②キャッシュ・フローの状況 
当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に

比べ12億89百万円増加し62億62百万円となりました。 
当連結会計年度における各キャッシュ・フローについては、以下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85億36百万円の収入となりました。これは主に税金等調整前当期
純利益35億88百万円、減価償却費54億26百万円、前渡金の減少12億84百万円、法人税等の支払額15億93百
万円等の支出によるものであります。 
  
(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60億86百万円の支出となりました。これは主に固定資産の取得46
億63百万円、投資有価証券の取得28億９百万円の支出と投資有価証券の清算による収入６億59百万円、投
資有価証券の売却及び償還による収入３億41百万円等によるものであります。 
  
(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11億59百万円となりました。これは主に配当金の支払額11億58百
万円によるものであります。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
(注)自己資本比率 ： 自己資本／総資産 

   時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額／総資産 
   キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ： 有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
   インタレスト・カバレッジ・レシオ ： 営業キャッシュ・フロー／利払い 

1.株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。  
2.営業キャッシュ・フロー及び利払いは、それぞれ連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動による

キャッシュ・フロー及び利息の支払額を使用しております 
3.有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っているすべての負債を

対象としております 

(2) 財政状態に関する分析

平成19年12月期 平成20年12月期 平成21年12月期

自己資本比率 83.0 83.2 82.2

時価ベースの自己資本比率 79.6 56.5 45.6

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率

0.004 0.006 0.265

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ

19,169.7 10,514.8 91.8
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4.【連結財務諸表】 
(1)【連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,273 6,363 

受取手形及び売掛金 8,285 8,103 

リース投資資産 － 331 

たな卸資産 5,432 － 

商品及び製品 － 4,791 

仕掛品 － 0 

原材料及び貯蔵品 － 424 

未収入金 2,606 2,249 

繰延税金資産 440 468 

短期貸付金 10,177 10,152 

その他 3,399 2,154 

貸倒引当金 △23 △31 

流動資産合計 35,592 35,007 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 24,004 24,154 

減価償却累計額 △15,880 △16,273 

建物及び構築物（純額） 8,124 7,881 

機械装置及び運搬具 4,563 4,024 

減価償却累計額 △3,090 △2,842 

機械装置及び運搬具（純額） 1,473 1,182 

販売機器 46,476 44,057 

減価償却累計額 △36,184 △35,378 

販売機器（純額） 10,291 8,679 

土地 8,600 8,541 

リース資産 － 3,143 

減価償却累計額 － △910 

リース資産（純額） － 2,232 

建設仮勘定 － 530 

その他 2,637 2,482 

減価償却累計額 △2,159 △2,077 

その他（純額） 478 404 

有形固定資産合計 28,966 29,450 

無形固定資産 964 844 

投資その他の資産   

投資有価証券 ※１  6,081 ※１  7,947 

長期貸付金 314 566 

繰延税金資産 704 730 
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

その他 2,146 2,289 

貸倒引当金 △82 △95 

投資損失引当金 △29 △31 

投資その他の資産合計 9,134 11,408 

固定資産合計 39,065 41,703 

資産合計 74,657 76,711 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,536 2,744 

未払費用 4,116 4,097 

リース債務 － 850 

繰延税金負債 － 66 

未払法人税等 1,320 1,209 

賞与引当金 462 650 

役員賞与引当金 53 44 

その他 1,985 1,482 

流動負債合計 11,475 11,147 

固定負債   

退職給付引当金 5 0 

役員退職引当金 50 46 

リース債務 － 1,381 

繰延税金負債 － 14 

長期未払金 5 11 

従業員長期未払金 868 954 

その他 144 108 

固定負債合計 1,073 2,517 

負債合計 12,549 13,664 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,407 5,407 

資本剰余金 5,357 5,357 

利益剰余金 57,130 57,987 

自己株式 △5,758 △5,759 

株主資本合計 62,137 62,993 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4 47 

繰延ヘッジ損益 △33 5 

評価・換算差額等合計 △29 52 

純資産合計 62,108 63,046 

負債純資産合計 74,657 76,711 
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(2)【連結損益計算書】 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年12月31日) 

売上高 ※１  126,096 ※１  121,223 

売上原価 ※１  76,614 ※１  75,821 

売上総利益 49,482 45,401 

販売費及び一般管理費   

販売費 38,791 35,311 

一般管理費 ※３  6,895 ※３  6,555 

販売費及び一般管理費合計 ※２  45,686 ※２  41,867 

営業利益 3,796 3,534 

営業外収益   

受取利息 167 212 

受取配当金 28 34 

投資有価証券売却益 0 － 

受取賃貸料 57 29 

持分法による投資利益 49 124 

雑収入 88 76 

営業外収益合計 392 477 

営業外費用   

支払利息 0 92 

投資有価証券売却損 0 5 

固定資産処分損 ※４  318 ※４  261 

雑損失 100 117 

営業外費用合計 419 477 

経常利益 3,768 3,534 

特別利益   

過年度損益修正益 ※５  140 ※５  － 

固定資産売却益 ※６  3 ※６  2 

リース会計基準の適用に伴う影響額 － 184 

子会社株式売却益 － 170 

容器保証金取崩益 － 127 

貸倒引当金戻入益 7 0 

特別利益合計 150 484 
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年12月31日) 

特別損失   

固定資産売却損 ※７  2 ※７  0 

固定資産除却損 ※８  8 ※８  40 

固定資産廃棄負担金 40 － 

減損損失 ※９  6 ※９  68 

投資有価証券評価損 168 91 

投資損失引当金繰入額 2 1 

会員権評価損 － 0 

リース契約変更に伴う損失 － 99 

貸倒引当金繰入額 1 － 

業務委託契約解除金 － 19 

生産体制再構築費用 21 － 

賃貸借契約解約損 － 18 

事務所移転・改築費用 － 38 

転籍一時金 － 51 

特別損失合計 253 429 

税金等調整前当期純利益 3,666 3,588 

法人税、住民税及び事業税 1,585 1,616 

法人税等調整額 △75 △43 

法人税等合計 1,510 1,572 

当期純利益 2,156 2,016 
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 5,407 5,407 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 5,407 5,407 

資本剰余金   

前期末残高 5,357 5,357 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 5,357 5,357 

利益剰余金   

前期末残高 56,281 57,130 

当期変動額   

剰余金の配当 △1,307 △1,158 

当期純利益 2,156 2,016 

当期変動額合計 848 857 

当期末残高 57,130 57,987 

自己株式   

前期末残高 △3,868 △5,758 

当期変動額   

自己株式の取得 △1,889 △0 

当期変動額合計 △1,889 △0 

当期末残高 △5,758 △5,759 

株主資本合計   

前期末残高 63,178 62,137 

当期変動額   

剰余金の配当 △1,307 △1,158 

当期純利益 2,156 2,016 

自己株式の取得 △1,889 △0 

当期変動額合計 △1,041 856 

当期末残高 62,137 62,993 
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 195 4 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △191 43 

当期変動額合計 △191 43 

当期末残高 4 47 

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 7 △33 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △41 38 

当期変動額合計 △41 38 

当期末残高 △33 5 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 203 △29 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △232 82 

当期変動額合計 △232 82 

当期末残高 △29 52 

純資産合計   

前期末残高 63,382 62,108 

当期変動額   

剰余金の配当 △1,307 △1,158 

当期純利益 2,156 2,016 

自己株式の取得 △1,889 △0 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △232 82 

当期変動額合計 △1,273 938 

当期末残高 62,108 63,046 
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
（自 平成20年1月1日 

 至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年1月1日 

 至 平成21年12月31日） 

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 3,666 3,588 

減価償却費 6,077 5,426 

減損損失 6 68 

固定資産処分損益（△は益） 327 302 

固定資産売却損益（△は益） △0 △2 

役員退職引当金の増減額（△は減少） △5 0 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8 △4 

リース会計基準の適用に伴う影響額 － △184 

リース契約変更に伴う損失 － 99 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3 21 

賞与引当金の増減額（△は減少） △146 187 

投資有価証券売却損益（△は益） 0 5 

投資有価証券評価損益（△は益） 168 91 

子会社株式売却損益（△は益） － △170 

受取利息及び受取配当金 △195 △246 

支払利息 0 92 

長期未払金の増減額（△は減少） △5 6 

転籍一時金 － 51 

容器保証金取崩益 － △127 

従業員長期未払金の増減額（△は減少） 113 99 

売上債権の増減額（△は増加） △149 116 

たな卸資産の増減額（△は増加） 78 214 

前渡金の増減額（△は増加） △1,702 1,284 

仕入債務の増減額（△は減少） △184 △774 

その他 187 △178 

小計 8,224 9,968 

利息及び配当金の受取額 317 253 

利息の支払額 △0 △92 

法人税等の支払額 △1,872 △1,593 

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,668 8,536 
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
（自 平成20年1月1日 

 至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年1月1日 

 至 平成21年12月31日） 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △300 △100 

定期預金の払戻による収入 － 300 

固定資産の取得による支出 △6,313 △4,663 

固定資産の売却による収入 360 176 

投資有価証券の取得による支出 △308 △2,809 

投資有価証券の売却及び償還による収入 0 341 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 202 

投資有価証券の清算による収入 － 659 

貸付金の増減額（△は増加） △170 △227 

その他 25 34 

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,706 △6,086 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △1,307 △1,158 

自己株式の取得による支出 △1,889 △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,197 △1,159 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,234 1,289 

現金及び現金同等物の期首残高 8,207 4,972 

現金及び現金同等物の期末残高 ※  4,972 ※  6,262 
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前連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

１ 兄弟会社等 

  

 
(注) 取引条件及び取引の決定方針 

貸付金利率その他の条件については、市中金利水準を参考にして都度個別に交渉の上、決定しております。 

  

当連結会計年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日) 

(追加情報) 

当連結会計年度から平成18年10月17日公表の、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 企業会計基準第11号）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準委員会 企業会計基準適用指針第13号）を適用しております。 

 この結果、従来の開示対象範囲に変更はございません。 

１ 関連当事者との取引 

連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

(1) 関連会社等 

 
(注) １ 取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等を含めております。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

   当社を含む関東コカ・コーラボトラーが、コカ・コーライーストジャパンプロダクツ㈱との間に締結して

いる運営協定書に基づいて決定しております。 

(関連当事者情報)

属性
会社等 
の名称

住所
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容 
又は職業

議決権 
の所有 

(被所有)割合 
(％)

関係内容
取引の内容

取引金額 
(百万円)

科目
期末残高 
(百万円)役員の 

兼任等
事業上 
の関係

その他 
の関係 
会社の 
子会社

三井物産
フィナン
シャルサ
ービス㈱

東京都 
千代田 
区

2,000

ファイナン
ス業務、 
クレジット
カード業務

なし なし なし

資金の貸付 ― 短期貸付金 10,000

利息の受取 96
その他 
流動資産

28

種類 会社等の名称 所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容

議決権等 
の所有 

(被所有) 
割合(％)

関連当事者 
との関係

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高 
(百万円)

関連会
社

コカ・コーラ
イーストジャ
パンプロダク
ツ㈱

東京都 
港区

4,000 飲料事業
(所有) 
直接25

支払手形及
び買掛金

7

商品の仕入 飲料の仕入 61,098 未収入金 88

役員の兼任
２名

その他 
流動資産

467
仕入代の前
渡

34,043

利息の受取 49
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(2) 兄弟会社等 

 
(注)  取引条件及び取引条件の決定方針等 

  貸付金利率その他の条件については、市中金利水準を参考にして都度個別に交渉の上、決定しております。 

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

 重要な関連会社の要約財務情報 

当連結会計年度において、重要な関連会社はコカ・コーライーストジャパンプロダクツ㈱であり、そ

の要約財務情報は以下のとおりであります。 

 
  

  

  

  

種類 会社等の名称 所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容

議決権等 
の所有 

(被所有) 
割合(％)

関連当事者 
との関係

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高 
(百万円)

その他 
の関係 
会社の 
子会社

三井物産フィ
ナンシャルサ
ービス㈱

東京都 
千代田 
区

2,000

ファイナン
ス業務、 
クレジット
カード業務

なし 資金の貸付

資金の貸付 3,000 短期貸付金 10,000

利息の受取 72
その他 
流動資産

9

(百万円)

流動資産合計 52,349

固定資産合計 6,819

流動負債合計 51,224

固定負債合計 2,829

純資産合計 5,115

売上高 324,957

税引前当期純利益 882

当期純利益 499
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