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  （百万円未満切捨て）

１．平成26年12月期第２四半期の連結業績（平成26年１月１日～平成26年６月30日） 

(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 ％ 

26年12月期第２四半期 203,145 3.5 2,855 △40.3 2,878 △49.3 859 △92.2 

25年12月期第２四半期 196,225 6.5 4,783 51.5 5,672 83.8 11,056 － 
 
 (注) 包括利益 26年12月期第２四半期 2,552 百万円 （△80.6％） 25年12月期第２四半期 13,127 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 

26年12月期第２四半期 7.87 － 

25年12月期第２四半期 106.41 － 

 

(2) 連結財政状態 

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

26年12月期第２四半期 366,989 251,955 68.6 

25年12月期 374,418 257,936 68.8 
 
 (参考) 自己資本 26年12月期第２四半期 251,602 百万円 25年12月期 257,558 百万円 

 

２．配当の状況 

 
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 

25年12月期 － 20.00 － 21.00 41.00 

26年12月期 － 20.00      

26年12月期（予想）     － 21.00 41.00 
 
 (注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無    

 

３．平成26年12月期の連結業績予想（平成26年１月１日～平成26年12月31日） 

  （％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 
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 454,300 5.2 16,700 4.8 15,300 △7.9 7,600 △44.2 69.63 
 
 (注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無    

 



※  注記事項 

(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 

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 ： 有    

③ 会計上の見積りの変更 ： 無    

④ 修正再表示 ： 無    

(注) 詳細は、〔添付資料〕 ４ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 (3) 会計方針の変更・会計

上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年12月期２Ｑ 111,125,714 株 25年12月期 111,125,714 株 

②  期末自己株式数 26年12月期２Ｑ 1,983,188 株 25年12月期 1,982,355 株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年12月期２Ｑ 109,142,914 株 25年12月期２Ｑ 103,902,443 株 

 

※  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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中であります。 

 

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想につきましては、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たものであり、実際の業績

は、今後様々な要因によって業績予想とは大きく異なる可能性があります。なお、平成26年12月期の業績予想に関す

る事項につきましては、〔添付資料〕 ３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 (3) 連結業績予想などの

将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 
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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説明

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、各種政策の効果による雇用情勢の改善とともに企業の設備投

資が増加するなど、緩やかな回復基調で推移いたしましたが、個人消費は、消費税増税に伴う駆け込み需要の反動

による影響が見受けられました。

 清涼飲料業界におきましては、消費税増税に伴う駆け込み需要の反動とともに、消費者の節約志向の高まりや競

合との競争激化等により、依然として厳しい状況が継続しております。

 このような状況の中、清涼飲料事業におきましては、平成26年の経営方針を、『我々がターゲットとする競合に

対して、適切なセグメンテーション戦略を実行し、“圧倒的な業界No.１シェア”を目指す』、『グループ運営体

制の見直しとビジネスモデル変革の取り組みにより、高収益企業（エクセレントカンパニー）に向けて前進する』

こととし、それによって経営目標の達成を目指すとともに、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。

 健康食品業界におきましては、高齢者人口の増加を背景に、ヘルスケアに対するニーズが底堅く推移しておりま

す。また、化粧品業界におけるスキンケア市場におきましても、オールインワンタイプ化粧品は堅調に推移してお

ります。一方で、両市場においては、近年の新規参入に伴う競争激化により、引き続き厳しい状況が続いておりま

す。

 このような状況の中、ヘルスケア・スキンケア事業におきましては、「マーケティングの再強化」、「開発スピ

ードの向上」、「コーポレート・ブランド戦略の構築」、「戦略推進を支える経営基盤の確立」に努めることによ

り、お客さまからの信頼を獲得し、継続的な成長を図っております。

 当第２四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、平成25年４月１日付で株式交換により南九州コカ・コーラボトリング株式会社を完

全子会社化したことにより、売上高は、前第２四半期連結累計期間に比べ85億７千２百万円増加し、1,859億９

千７百万円（前年同期比4.8％増）となりました。ヘルスケア・スキンケア事業においては、販売減少により、

売上高は、前第２四半期連結累計期間に比べ16億５千２百万円減少し、171億４千７百万円（同比8.8％減）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２四半期連結累計期間に比べ69億１千９百万円増加

し、2,031億４千５百万円（同比3.5％増）となりました。

＜営業利益および経常利益＞

 清涼飲料事業においては、上述した新規連結会社の影響による売上高の増加等があったものの、販管費の増加

もあり、営業利益は、前第２四半期連結累計期間に比べ11億２千１百万円減少し、14億３千８百万円（前年同期

比43.8％減）となりました。一方、ヘルスケア・スキンケア事業においては、上述した売上高の減少等により、

営業利益は、前第２四半期連結累計期間に比べ８億６百万円減少し、14億１千７百万円（同比36.3％減）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２四半期連結累計期間に比べ19億２千７百万円減少

し、28億５千５百万円（同比40.3％減）となりました。また、営業利益の減少に加え、前第２四半期連結累計期

間において、南九州コカ・コーラボトリング株式会社が自己株式を取得したことに伴う持分法による投資利益が

発生していたことなどにより、経常利益は、前第２四半期連結累計期間に比べ27億９千３百万円減少し、28億７

千８百万円（同比49.3％減）となりました。

＜四半期純利益＞

 経常利益の減少に加え、前第２四半期連結累計期間において、上述した新規連結に伴う負ののれん発生益およ

び段階取得に係る差損が発生していたことなどにより、四半期純利益は、前第２四半期連結累計期間に比べ101

億９千６百万円減少し、８億５千９百万円（前年同期比92.2％減）となりました。

 

(2) 連結財政状態に関する説明

 当第２四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74億２千８百万円減少し、3,669億８千９百

万円（前連結会計年度比2.0％減）となりました。これは主に、構造改革の実施に係る転籍一時金および移籍一時

金等の支払いによる現金及び預金の減少などであります。

 当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ14億４千７百万円減少し、1,150億３千３百万

円（同比1.2％減）となりました。これは主に、上述の支払いによるものであります。

 当第２四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59億８千万円減少し、2,519億５千５百万円

（同比2.3％減）となりました。これは主に、退職給付に関する会計基準等の早期適用による利益剰余金の減少な

どによるものであります。
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 当第２四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、20億２千９百万円の収入（前年同期119億４百万円の収入）となりまし

た。構造改革の実施に係る転籍一時金および移籍一時金等の支払いやたな卸資産の増加などにより、当第２四半期

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２四半期連結累計期間に比べ98億７千５百万円の減少

となりました。

＜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、29億８千万円の支出（前年同期117億８千２百万円の支出）となりまし

た。定期預金への預入による支出が51億１千５百万円減少したことなどにより、当第２四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２四半期連結累計期間に比べ88億２百万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、37億９千５百万円の支出（前年同期44億６千９百万円の支出）となり、

当第２四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２四半期連結累計期間に比べ６億７千４

百万円の増加となりました。

 以上の結果、当第２四半期連結会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47億４

千６百万円減少し、555億２千９百万円（前年同期比36.7％増）となりました。

 

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第２四半期連結累計期間の業績は、消費税増税前の駆け込み需要の反動により４月以降の市場成長が低調に推

移したことや消費者の節約志向の継続に伴う低価格化の影響など、厳しい環境の中、グループを挙げて収益改善活

動を進めたものの、ヘルスケア・スキンケア事業における商品パッケージの表記に係る不備の影響により、営業利

益は計画を下回りました。しかしながら、通期の業績予想につきましては、売上げ拡大に向けた諸施策と、さらな

る効率化に取り組むこととし、平成26年４月30日に公表いたしました業績予想を変更しておりません。
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

(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

・会計方針の変更

(退職給付に関する会計基準等の適用)

 「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下、「退職給付会計基準」とい

う。)および「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日)が平成

25年４月１日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間

よりこれらの会計基準等を適用し、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債（ただし年

金資産の額が退職給付債務を超える場合には退職給付に係る資産）として計上する方法に変更し、未認識数理計算

上の差異および未認識過去勤務費用を退職給付に係る負債に計上しております。また、退職給付債務および勤務費

用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、

割引率の決定方法についても、従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見

込期間および支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

 退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取り扱いに従って、当第２四

半期連結累計期間の期首において、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債として計上

したことに伴う影響額をその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に加減しております。また、退職給

付債務および勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を当第２四半期連結累計期間の期首の利益剰余金に加減して

おります。

 この結果、当第２四半期連結累計期間の期首のその他の包括利益累計額が1,932百万円、利益剰余金が4,271百万

円減少しております。また、これにより当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純

利益はそれぞれ107百万円増加しております。

 なお、セグメント情報に与える影響は、「３．四半期連結財務諸表 (4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

（セグメント情報等）」に記載しております。
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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25年12月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成26年６月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 45,632 37,883 

受取手形及び売掛金 26,876 29,310 

有価証券 25,132 20,627 

商品及び製品 26,621 31,136 

仕掛品 566 543 

原材料及び貯蔵品 2,071 3,680 

その他 19,630 20,571 

貸倒引当金 △352 △329 

流動資産合計 146,178 143,423 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 35,826 34,522 

機械装置及び運搬具（純額） 24,818 22,979 

販売機器（純額） 25,390 26,516 

土地 59,908 59,702 

建設仮勘定 14 459 

その他（純額） 1,654 1,565 

有形固定資産合計 147,613 145,746 

無形固定資産    

のれん 42,189 40,864 

その他 7,118 8,325 

無形固定資産合計 49,307 49,189 

投資その他の資産    

投資有価証券 17,306 18,222 

前払年金費用 4,479 － 

その他 9,950 10,816 

貸倒引当金 △418 △410 

投資その他の資産合計 31,317 28,629 

固定資産合計 228,239 223,565 

資産合計 374,418 366,989 
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    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(平成25年12月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成26年６月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 16,278 21,203 

1年内償還予定の社債 30,000 30,000 

1年内返済予定の長期借入金 2,517 2,517 

未払法人税等 3,165 820 

未払金 17,624 19,189 

販売促進引当金 203 233 

その他 12,098 7,608 

流動負債合計 81,889 81,574 

固定負債    

社債 20,000 20,000 

長期借入金 5,237 3,978 

退職給付引当金 2,048 － 

退職給付に係る負債 － 4,426 

役員退職慰労引当金 149 144 

その他 7,156 4,909 

固定負債合計 34,592 33,459 

負債合計 116,481 115,033 

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 135,619 129,916 

自己株式 △4,577 △4,579 

株主資本合計 255,346 249,640 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 2,214 2,695 

繰延ヘッジ損益 △1 △73 

退職給付に係る調整累計額 － △660 

その他の包括利益累計額合計 2,212 1,961 

少数株主持分 377 353 

純資産合計 257,936 251,955 

負債純資産合計 374,418 366,989 
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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２四半期連結累計期間）

    （単位：百万円） 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年１月１日 
 至 平成26年６月30日) 

売上高 196,225 203,145 

売上原価 97,997 100,884 

売上総利益 98,227 102,260 

販売費及び一般管理費 93,444 99,404 

営業利益 4,783 2,855 

営業外収益    

受取利息 52 43 

受取配当金 177 197 

持分法による投資利益 1,012 62 

その他 256 444 

営業外収益合計 1,499 748 

営業外費用    

支払利息 304 281 

固定資産除却損 125 152 

その他 180 292 

営業外費用合計 610 725 

経常利益 5,672 2,878 

特別利益    

投資有価証券売却益 － 67 

負ののれん発生益 14,438 － 

特別利益合計 14,438 67 

特別損失    

減損損失 1,008 － 

固定資産除却損 122 － 

投資有価証券評価損 － 18 

商品表記対応費用 － ※ 190 

経営統合関連費用 71 － 

段階取得に係る差損 5,567 － 

構造改革費用 － 741 

特別損失合計 6,769 950 

税金等調整前四半期純利益 13,340 1,995 

法人税、住民税及び事業税 837 875 

法人税等調整額 1,426 249 

法人税等合計 2,263 1,124 

少数株主損益調整前四半期純利益 11,076 871 

少数株主利益 20 11 

四半期純利益 11,056 859 
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（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）

    （単位：百万円） 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年１月１日 
 至 平成26年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 11,076 871 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 1,925 480 

退職給付に係る調整額 － 1,265 

持分法適用会社に対する持分相当額 124 △64 

その他の包括利益合計 2,050 1,681 

四半期包括利益 13,127 2,552 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 13,106 2,541 

少数株主に係る四半期包括利益 20 11 
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年１月１日 
 至 平成26年６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 13,340 1,995 

減価償却費 11,304 11,238 

減損損失 1,008 － 

のれん償却額 1,324 1,324 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7 △4 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 206 － 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － △615 

前払年金費用の増減額（△は増加） △214 － 

受取利息及び受取配当金 △230 △241 

支払利息 304 281 

持分法による投資損益（△は益） △1,012 △62 

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） － △67 

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） － 18 

固定資産売却損益（△は益） △2 △170 

固定資産除却損 195 110 

負ののれん発生益 △14,438 － 

段階取得に係る差損益（△は益） 5,567 － 

売上債権の増減額（△は増加） △2,712 △2,433 

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,321 △6,101 

その他の資産の増減額（△は増加） △685 △1,560 

仕入債務の増減額（△は減少） 4,808 4,925 

その他の負債の増減額（△は減少） △1,468 △3,488 

その他 656 9 

小計 14,637 5,157 

利息及び配当金の受取額 226 258 

利息の支払額 △308 △285 

法人税等の支払額 △3,240 △3,275 

法人税等の還付額 591 175 

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,904 2,029 

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 △12,722 △13 

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による

収入 
17,200 2,697 

固定資産の取得による支出 △10,830 △10,696 

固定資産の売却による収入 11 753 

子会社株式の取得による支出 △128 △301 

関連会社株式の売却による収入 6 － 

長期貸付けによる支出 △687 △680 

長期貸付金の回収による収入 490 280 

定期預金の預入による支出 △5,220 △105 

定期預金の払戻による収入 205 5,105 

その他 △107 △19 

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,782 △2,980 
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    （単位：百万円） 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年１月１日 
 至 平成26年６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 △1,258 △1,258 

自己株式の取得による支出 △1 △1 

自己株式の売却による収入 0 0 

配当金の支払額 △2,099 △2,292 

少数株主への配当金の支払額 △35 △34 

その他 △1,074 △208 

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,469 △3,795 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,347 △4,746 

現金及び現金同等物の期首残高 39,495 60,275 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 5,477 － 

現金及び現金同等物の四半期末残高 40,625 55,529 
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(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

 

（セグメント情報等）

前第２四半期連結累計期間（自 平成25年１月１日 至 平成25年６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

      （単位：百万円） 

  清涼飲料事業 ヘルスケア・スキンケア事業 合計 

売上高      

外部顧客への売上高 177,424 18,800 196,225 

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
－ － － 

計 177,424 18,800 196,225 

セグメント利益 2,559 2,223 4,783 

（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２四半期連結累計期間（自 平成26年１月１日 至 平成26年６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

      （単位：百万円） 

  清涼飲料事業 ヘルスケア・スキンケア事業 合計 

売上高      

外部顧客への売上高 185,997 17,147 203,145 

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
－ － － 

計 185,997 17,147 203,145 

セグメント利益 1,438 1,417 2,855 

（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．報告セグメントの変更等に関する事項 

（退職給付に関する会計基準等の適用） 

「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表

示」に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より退職給付債務および勤務費用の計算方法を見直し、退職給

付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法について

も、退職給付の支払見込期間および支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法

へ変更しております。

これにより、従来と同一の方法によった場合と比較して、当第２四半期連結累計期間において、「清涼飲料

事業」のセグメント利益が104百万円増加し、「ヘルスケア・スキンケア事業」のセグメント利益が２百万円

増加しております。

 

（その他の注記情報）

（四半期連結損益計算書関係）

※ 商品表記対応費用

 ヘルスケア・スキンケア事業において、商品パッケージの表記に係る不備への対応に要した費用でありま

す。
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※ 上記計画は、平成26年４月30日付で発表した数値です。

１．連結損益の状況 … １

２．利益増減主要因（計画比） … １

３．利益増減主要因（前年比） … ２

４．連結貸借対照表および増減主要因 … ３

５．設備投資、減価償却費、キャッシュ・フロー（連結） … ５

６．連結通期予想 … ６

７．セールスの状況 … ７

８．自動販売機の設置状況 … 10

９．業種別ホームマーケットシェア … 10

10．セグメント情報 … 10

コカ・コーラウエスト株式会社

平成26年８月１日

平成26年12月期 第２四半期決算
参考資料



１．連結損益の状況
（平成26年１月１日～平成26年６月30日）

（単位：百万円、％）

平成25年

第２四半期 計　画 実　績

実績 ※ 増減額 増減率 増減額 増減率

売上高 196,225 209,300 203,145 △ 6,154 △ 2.9 6,919 3.5

営業利益 4,783 3,200 2,855 △ 344 △ 10.8 △ 1,927 △ 40.3

経常利益 5,672 2,000 2,878 878 43.9 △ 2,793 △ 49.3

四半期純利益 11,056 300 859 559 186.6 △ 10,196 △ 92.2

※ 上記計画は、平成26年４月30日付で発表した数値です。

　

２．利益増減主要因（計画比）
（平成26年１月１日～平成26年６月30日）

（単位：百万円）

 計画 ※ 実績

清涼飲料事業による影響 △ 4,502

ヘルスケア・スキンケア事業による影響 △ 1,652

売上原価 103,000 100,884 △ 2,115

清涼飲料事業による影響 △ 2,709

ヘルスケア・スキンケア事業による影響 △ 1,330

人件費の減 △ 607

販売機器費の減 △ 491

減価償却費の減 △ 405

業務委託費の減 △ 286

修繕費の減 △ 224

輸送費の減 △ 211

保守費の減 △ 168

販売手数料の増 496

販促費、広告宣伝費の増 126

ヘルスケア・スキンケア事業による影響 △ 947

営業利益 3,200 2,855 △ 344

営業外収益 400 748 348

営業外費用 1,600 725 △ 874 固定資産除却損 △ 1,032

経常利益 2,000 2,878 878

特別利益 － 67 67

特別損失 700 950 250 ヘルスケア・スキンケア事業による影響 190

税金等調整前四半期純利益 1,300 1,995 695

法人税等合計 950 1,124 174

少数株主損益調整前四半期純利益 350 871 521

少数株主利益 50 11 △ 38

四半期純利益 300 859 559

※ 上記計画は、平成26年４月30日付で発表した業績予想に基づく数値です。

販売費及び一般管理費

平成26年第２四半期

計画比 前年比

103,100 99,404 △ 3,695

209,300 203,145

売上総利益

売上高 △ 6,154

主な増減要因増減額

106,300 102,260

平成26年第２四半期

△ 4,039

参考－１



３．利益増減主要因（前年比）
（平成26年１月１日～平成26年６月30日）

（単位：百万円）

平成25年
第２四半期

平成26年
第２四半期

増減額

清涼飲料事業による影響 8,572

ヘルスケア・スキンケア事業による影響

売上原価 97,997 100,884 2,887

清涼飲料事業による影響 5,338

ヘルスケア・スキンケア事業による影響

輸送費の増 2,024

業務委託費の増 1,447

販促費、広告宣伝費の増 1,318

販売手数料の増 1,256

減価償却費の増 390

人件費の増 276

販売機器費の減 △ 391

ヘルスケア・スキンケア事業による影響 △ 499

営業利益 4,783 2,855 △ 1,927

営業外収益 1,499 748 △ 751 持分法による投資利益 △ 950

営業外費用 610 725 114

経常利益 5,672 2,878 △ 2,793

特別利益 14,438 67 △ 14,371 負ののれん発生益

段階取得に係る差損

減損損失

741

ヘルスケア・スキンケア事業による影響 190

税金等調整前四半期純利益 13,340 1,995 △ 11,345

法人税等合計 2,263 1,124 △ 1,139

少数株主損益調整前四半期純利益 11,076 871 △ 10,205

少数株主利益 20 11 △ 8

四半期純利益 11,056 859 △ 10,196

△ 14,438

△ 1,652

△ 1,306

△ 5,567

△ 1,008

転籍一時金、移籍一時金および退職加算一時金等

販売費及び一般管理費 99,40493,444 5,960

特別損失 6,769 950 △ 5,819

主な増減要因

売上総利益 98,227 102,260 4,032

売上高 196,225 203,145 6,919

参考－２



４．連結貸借対照表および増減主要因
（単位：百万円）

流動資産 146,178 143,423 △ 2,755

現金及び預金 45,632 37,883 △ 7,748

受取手形及び売掛金 26,876 29,310 2,433

有価証券 25,132 20,627 △ 4,505 有価証券の償還等による減

商品及び製品 26,621 31,136 4,514 最盛期に向けた在庫の増

仕掛品 566 543 △ 22

原材料及び貯蔵品 2,071 3,680 1,608

その他 19,630 20,571 941

貸倒引当金 △ 352 △ 329 22

固定資産 228,239 223,565 △ 4,673

147,613 145,746 △ 1,866

建物及び構築物（純額） 35,826 34,522 △ 1,304

機械装置及び運搬具（純額） 24,818 22,979 △ 1,838

販売機器（純額） 25,390 26,516 1,125

土地 59,908 59,702 △ 206

建設仮勘定 14 459 445

その他（純額） 1,654 1,565 △ 88

無形固定資産 49,307 49,189 △ 117

のれん 42,189 40,864 △ 1,324

その他 7,118 8,325 1,207

31,317 28,629 △ 2,688

投資有価証券 17,306 18,222 916

前払年金費用 4,479 － △ 4,479 改正退職給付会計基準の早期適用による影響

その他 9,950 10,816 865

貸倒引当金 △ 418 △ 410 8

資産合計 374,418 366,989 △ 7,428

有形固定資産

投資その他の資産

増減額
平成25年
12月末

平成26年
６月末

主な増減要因

転籍一時金、移籍一時金および退職加算一時金
ならびに配当金の支払等による減

31,317

49,307

147,613

146,178

374,418

28,629

49,189

145,746

143,423

366,989

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000

平成26年

６月末

平成25年

12月末

資産合計

総資産

流動資産

有形
固定資産

無形
固定資産

投資その他
の資産

(単位：百万円)

参考－３



（単位：百万円）

流動負債 81,889 81,574 △ 314

支払手形及び買掛金 16,278 21,203 4,925

１年内償還予定の社債 30,000 30,000 －

１年内返済予定の長期借入金 2,517 2,517 －

未払法人税等 3,165 820 △ 2,345

未払金 17,624 19,189 1,565

販売促進引当金 203 233 30

その他 12,098 7,608 △ 4,490

固定負債 34,592 33,459 △ 1,132

社債 20,000 20,000 －

長期借入金 5,237 3,978 △ 1,258

退職給付引当金 2,048 － △ 2,048 改正退職給付会計基準の早期適用による影響

退職給付に係る負債 － 4,426 4,426 改正退職給付会計基準の早期適用による影響

役員退職慰労引当金 149 144 △ 4

その他 7,156 4,909 △ 2,247

負債合計 116,481 115,033 △ 1,447

株主資本 255,346 249,640 △ 5,705

資本金 15,231 15,231 －

資本剰余金 109,072 109,072 －

利益剰余金 135,619 129,916 △ 5,703

自己株式 △ 4,577 △ 4,579 △ 1

その他の包括利益累計額 2,212 1,961 △ 251

その他有価証券評価差額金 2,214 2,695 480

繰延ヘッジ損益 △ 1 △ 73 △ 71

退職給付に係る調整累計額 － △ 660 △ 660 改正退職給付会計基準の早期適用による影響

少数株主持分 377 353 △ 23

純資産合計 257,936 251,955 △ 5,980

374,418 366,989 △ 7,428負債純資産合計

増減額
平成25年
12月末

平成26年
６月末

主な増減要因

転籍一時金、移籍一時金および退職加算一時金等の
支払による未払費用の減

改正退職給付会計基準の早期適用による影響および
配当金の支払による減

257,936

34,592

81,889

116,481

374,418

251,955

33,459

81,574

115,033

366,989

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000

平成26年

６月末

平成25年

12月末

純資産合計

負債合計

流動負債

固定負債

負債純資産
合計

負債・純資産

(単位：百万円)

参考－４



５．設備投資、減価償却費、キャッシュ・フロー（連結）
（平成26年１月１日～平成26年６月30日）

（１） 設備投資、減価償却費

（単位：百万円）

平成25年
第２四半期

平成26年
第２四半期

394 431

4,993 1,416

5,962 6,077

2,413 2,927

△ 2,206 445

11,558 11,297

11,304 11,238

（２） キャッシュ・フロー

（単位：百万円）

平成25年
第２四半期

平成26年
第２四半期

減価償却費

△ 2,980
キャッシュ・フロー

財務活動による

2,029
営業活動による

キャッシュ・フロー
11,904

販売機器

その他

合計

建物・構築物

機械及び装置

建設仮勘定

設
備
投
資
額

現金及び現金同等物の

投資活動による

55,529
四半期末残高

△ 4,469
キャッシュ・フロー

40,625

△ 11,782

△ 3,795

参考－５



６．連結通期予想
（平成26年１月１日～平成26年12月31日）

（１） 業績予想

（単位：百万円、％）

売上高 431,711 454,300 22,588 5.2

営業利益 15,927 16,700 772 4.8

経常利益 16,606 15,300 △1,306 △7.9

当期純利益 13,625 7,600 △6,025 △44.2

（２） 設備投資、減価償却費

（単位：百万円）

建物・構築物 770 1,675

機械及び装置 6,368 6,143

販売機器 9,501 13,658

その他 3,602 5,163

合計 20,242 26,641

減価償却費 23,758 23,427

  

設
備
投
資
額

増減額 増減率
平成25年

実績
平成26年

予想

平成25年
実績

平成26年
予想

参考－６



７．セールスの状況
（平成26年１月１日～平成26年６月30日）

（単位：千ケース、％）

コカ・コーラ 6,639 7,268 9.5 

コカ・コーラ ゼロ 3,121 3,324 6.5 

ファンタ 3,771 4,184 11.0 

ジョージア 20,858 22,622 8.5 

爽健美茶 5,045 5,168 2.4 

アクエリアス 8,773 8,853 0.9 

綾鷹 5,800 7,081 22.1 

い･ろ･は･す 4,250 5,123 20.6 

その他 37,144 38,319 3.2 

95,400 101,942 6.9 

注）連結子会社販売実績の集計方法統一に伴い、前年実績を遡って修正。

＜ブランド別構成比＞

合計

＜ブランド別＞

増減率
平成25年

第２四半期
平成26年

第２四半期

コ
ア
８

7.0% 7.1%

3.3% 3.3%
3.9% 4.1%

21.9% 22.2%

5.3% 5.1%

9.2% 8.7%

6.1% 6.9%

4.4% 5.0%

38.9% 37.6%
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第２四半期

アクエリアス
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コカ・コーラ

ファンタ

コカ・コーラ ゼロ

その他

い・ろ・は・す

綾鷹
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＜チャネル別＞
（単位：千ケース、％）

26,724 28,805 7.8 

26,377 30,173 14.4 

10,743 11,626 8.2 

6,329 5,746 △9.2 

9,681 10,657 10.1 

15,546 14,935 △3.9 

95,400 101,942 6.9 

注）連結子会社販売実績の集計方法統一に伴い、前年実績を遡って修正。

※１ ベンディング：自動販売機を通じてお客さまに商品を届けるビジネスのこと（小売業）。

※２ スーパーマーケット：スーパーマーケット、ドラッグストア等におけるビジネスのこと（卸売業）。

※３ コンビニエンスストア：コンビニエンスチェーン店の手売りマーケットにおけるビジネスのこと。

※４ リテール：一般食料品店、酒店などの手売りマーケットにおけるビジネスのこと。

※５ フードサービス：外食マーケットにおいて、シロップ販売を行うビジネスのこと。

＜チャネル別構成比＞

その他

フードサービス

合計

リテール

平成26年
第２四半期

増減率

ベンディング

コンビニエンスストア

スーパーマーケット

平成25年
第２四半期

28.0% 28.3%

27.7% 29.6%
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その他
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＜パッケージ別＞

（単位：千ケース、％）

小型 24,707 27,726 12.2 

中型 714 751 5.2 

大型 17,547 19,863 13.2 

42,969 48,340 12.5 

26,080 27,635 6.0 

その他 6,937 6,644 △4.2 

19,414 19,324 △0.5 

95,400 101,942 6.9 

注）連結子会社販売実績の集計方法統一に伴い、前年実績を遡って修正。

＜パッケージ別構成比＞

増減率

小計

平成25年
第２四半期

平成26年
第２四半期

合計

Ｐ
Ｅ
Ｔ

シロップ・パウダー

(1,000ml未満)

(1,500ml以上)

缶 

(1,500ml未満)

25.9% 27.2%
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0.7%

18.4%
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その他
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８．自動販売機の設置状況

（１） 設置台数
（単位：千台）

缶自販機

カップマシン

合計

注）上記台数は、コカ・コーラウエスト株式会社および連結子会社である西日本ビバレッジ株式会社の設置台数。

（２） マーケットシェア
（単位：％）

アウトマーケットシェア

出典 ： 平成25年 マクネット （調査期間：６月～７月）

９．業種別ホームマーケットシェア
（平成26年１月１日～平成26年６月30日）

（単位：％）

出典 ：インテージ　ストアオーディット

10．セグメント情報 （単位：百万円）

売上高

外部顧客への売上高

セグメント間の
内部売上高又は振替高

セグメント利益

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います。

ヘルスケア・
スキンケア事業

合計

合計 21.6

スーパーマーケット 23.1

ディスカウントストア 20.0 23.9

増減

ドラッグストア

一般店

309 307

23.022.9

19.9

22.9

コンビニエンスストア

平成25年
12月末

平成25年 平成26年

30.8

平成26年
６月末

331

25 24

333

－

－

△3

平成26年第２四半期

185,997

清涼飲料事業

185,997 203,14517,147

ヘルスケア・
スキンケア事業

合計

平成26年
第２四半期

－

20.6

18,800

22.1

清涼飲料事業

177,424

177,424

22.0

17,147

△2

△1

2,223

18,800

－

平成25年第２四半期

2,559

22.0

平成25年
第２四半期

2,8554,783

－

196,225

196,225

－ －

1,438 1,417

203,145

参考－10




