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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第57期

第１四半期
連結累計期間

第58期
第１四半期
連結累計期間

第57期

会計期間

自平成26年
１月１日
至平成26年
３月31日

自平成27年
１月１日
至平成27年
３月31日

自平成26年
１月１日
至平成26年
12月31日

売上高 （百万円） 94,903 91,116 424,406

経常利益又は経常損失（△） （百万円） △1,402 △1,290 10,609

当期純利益又は四半期純損

失（△）
（百万円） △1,074 △1,252 4,482

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） △1,227 △496 6,931

純資産額 （百万円） 248,176 251,326 254,150

総資産額 （百万円） 363,079 328,000 337,260

１株当たり当期純利益金額

又は１株当たり四半期純損

失金額（△）

（円） △9.84 △11.47 41.07

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 68.3 76.5 75.2

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

 

２【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券

報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において、当社グループが判断したものであります。

 

(1) 業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善がみられるなど、緩やかな回復基調が継続し

ているものの、個人消費においては、消費税増税の影響等による回復の遅れがあるなど、依然として不透明な状況

で推移いたしました。

清涼飲料業界におきましては、清涼飲料各社間の販売競争の激化、消費者の節約志向の継続などの影響により、

厳しい状況が続いております。

このような状況の中、清涼飲料事業におきましては、平成27年の経営方針を、『「会社をゼロから見直す」べ

く、すべての業務を基本に戻って抜本的に見直し、会社の実力に見合った費用・投資・要員体制とする』、『お客

さま起点でエリア別、チャネル別にお得意さまに応じた市場実行を徹底し、売上高、営業利益、販売数量および市

場シェアのすべてにおいて、数値目標の達成を目指す』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まいります。

健康食品業界および化粧品業界におきましては、両市場ともに、大手企業をはじめとした他業種からの新規参入

や低価格商品の増加等により、競争環境は一層厳しさを増しております。

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、平成27年の重点戦略を、「通販プラット

フォームの強化（商品カテゴリー別に市場環境を踏まえたマーケティング戦略）」、「新機能性表示制度に対応し

た商品戦略」とし、強みを最大限に活かした活動を行い、お客さまからの信頼を獲得し、継続的な成長を図ってま

いります。

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、消費税増税前の駆け込み需要の反動減等により、売上高は、前第１四半期連結累計

期間に比べ31億５千５百万円減少し、829億７千万円（前年同期比3.7％減）となりました。ヘルスケア・スキン

ケア事業においては、消費税増税後の市場低迷の影響等により、売上高は、前第１四半期連結累計期間に比べ６

億３千２百万円減少し、81億４千５百万円（同比7.2％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１四半期連結累計期間に比べ37億８千７百万円減少し、911億１千６百万円（同比4.0％減）となりま

した。

＜営業損益＞

清涼飲料事業においては、売上高の減少があったものの、構造改革に伴うコスト削減等により、営業損益は、

前第１四半期連結累計期間に比べ１億７千万円改善し、18億５千５百万円の営業損失となりました。ヘルスケ

ア・スキンケア事業においては、売上高の減少により、営業損益は、前第１四半期連結累計期間に比べ４千４百

万円減少し、６億８百万円（同比6.9％減）の営業利益となりました。これにより、セグメント合計の営業損益

は、前第１四半期連結累計期間に比べ１億２千５百万円増加し、12億４千６百万円の営業損失となりました。

＜経常損益および四半期純損益＞

経常損益は、当第１四半期連結累計期間における営業損益の改善等により、前第１四半期連結累計期間に比べ

１億１千１百万円改善し、12億９千万円の経常損失となりました。一方、法定実効税率引き下げに伴う繰延税金

資産の取り崩し等による法人税等調整額の増加を主要因として、四半期純損益は、前第１四半期連結累計期間に

比べ１億７千８百万円減少し、12億５千２百万円の四半期純損失となりました。
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セグメントの業績は、次のとおりであります。

清涼飲料事業

清涼飲料事業は、コカ・コーラ等の清涼飲料の製造・販売、自動販売機関連事業、不動産事業、保険代理業を

行っております。

当第１四半期連結累計期間の売上高は、829億７千万円（前年同期比3.7％減）となり、営業損失は、18億５千

５百万円となりました。

ヘルスケア・スキンケア事業

ヘルスケア・スキンケア事業は、「ケール」を原料とする青汁や、ヒアルロン酸コラーゲン等を中心とした健

康食品、特定保健用食品、化粧品等関連商品の製造・販売を行っております。

当第１四半期連結累計期間の売上高は、81億４千５百万円（同比7.2％減）となり、営業利益は、６億８百万

円（同比6.9％減）となりました。

 

(2) 事業上および財務上の対処すべき課題

① 当社グループの対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループの対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

② 株式会社の支配に関する基本方針について

ａ．基本方針の内容

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業価

値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保・向上していくことを可能とする者である必要があると

考えております。当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全体

の意思に基づき行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株式の大量買付がなされる場合、こ

れが当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。

しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益

に対する明白な侵害をもたらすもの、対象会社の株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象

会社の取締役会や株主が株式の大量買付の内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が事業計画や代

替案等を提示するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な

条件をもたらすために買収者との協議・交渉等を必要とするものなど、対象会社の企業価値ひいては株主共同

の利益に資さないものも少なくありません。

当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、①世界中の国や地域で人々に爽やかさとうるおいを届

け、人々の生活スタイルの一部となっている「コカ・コーラ」ブランドを、地域社会に根付かせていくこと、

②「いつでもどこでも誰にでも、高品質で安心して飲んでいただける商品」をお届けできるように品質安全性

に対してこだわりと情熱を持って積極的に取り組んでいくこと、③お客さまの満足を徹底して追求していこう

とする強い使命感を持った社員の存在を理解し、社員一人ひとりに報いるべく彼らの働きがいと生活を大切に

すること、④豊かな社会の実現の一助となるよう努力を続ける企業市民としての責任感をもって地域社会への

貢献ならびに環境問題への積極的な取り組みを行うこと、これらを十分に理解し、ステークホルダーであるお

客さま・お得意さま、株主のみなさま、社員との信頼関係を維持し、ステークホルダーのみなさまの期待に応

えていきながら、中長期的な視点に立って当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させる者でな

ければならないと考えております。

したがって、当社としてはこのような当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式の大量買

付を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による当社

株式の大量買付に対しては必要かつ相当な対抗をすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を

確保・向上する必要があると考えております。

ｂ．基本方針実現のための取組み

（a）基本方針の実現に資する特別な取組みの概要

当社グループは、「飲料を通じて価値ある「商品、サービス」を提供することで、お客さまのハッピーで

いきいきとしたライフスタイルと持続可能な社会の発展に貢献します」という企業理念のもと、ザ コカ・

コーラカンパニーおよび日本コカ・コーラ株式会社（ザ　コカ・コーラカンパニー100％出資）の戦略的

パートナーとして、商品開発やテストマーケティングなどさまざまな取り組みを協働で展開し、日本のコ

カ・コーラビジネスの変革をリードする役割を担うとともに、ステークホルダーであるお客さま・お得意さ

ま、株主のみなさま、社員から信頼される企業作りに努めております。

清涼飲料業界においては、市場が成熟化し、大きな成長が期待できない中、清涼飲料各社間の業務提携が

拡大するなど生き残りをかけた業界再編が一段と加速しており、当社を取り巻く経営環境はさらに厳しくな

ることが見込まれます。
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このような状況の中、当社グループは、長期的な視点でグループ事業構造の変革を推進し、持続的な成長

を果たすため、平成23年から平成32年までの長期経営構想を策定いたしました。「成長戦略」、「効率化戦

略」、「構造戦略」の３つの基本戦略を柱として、それぞれの基本戦略を着実に実行し、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まいります。

また、コーポレート・ガバナンス強化のため、平成11年３月に取締役会の改革および執行役員制度の導入

を行っており、意思決定および経営管理機能と業務執行機能の分離を進めているほか、経営環境の変化に迅

速に対応できる機動的な経営体制の確立と取締役の経営責任を明確にするために取締役の任期を１年とする

などの施策を実施しております。

また、当社の特徴として、平成18年７月に経営の効率性および透明性を向上させ、企業価値ひいては株主

共同の利益を増大させることを目的に、有識経験者から適切なアドバイスを受けるための経営諮問委員会を

設置しております。さらに当社は現在、取締役11名中２名が社外取締役、監査役５名中３名が社外監査役で

あり、取締役会において、取締役の業務執行を充分監視できる体制を確立するとともに、第三者の立場から

の適切なアドバイスを適宜受けております。また、取締役および監査役が、執行役員で構成される経営会議

等の重要な会議にも出席し、執行役員の業務執行を充分監視できる体制を確立するとともに、業務執行上、

疑義が生じた場合においては、弁護士および会計監査人に適宜、助言を仰ぐ体制を敷いております。

（b）基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するた

めの取組みの概要

当社は、当社株式の大量買付けが行われた際には、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上

のために、積極的な情報収集と適時開示に努めるとともに、必要に応じて、法令および当社定款の許容する

範囲内において、適切な措置を講じてまいります。

また、今後の社会的な動向も考慮しつつ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上のため

に、当社取締役会が買収防衛策を再導入する必要があると判断した場合には、定款の定めに従い、株主総会

において株主のみなさまにその導入の是非をお諮りいたします。

ｃ．具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

前記ｂ．（a）の取り組みは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるた

めの具体的方策として策定されたものであり、まさに当社の基本方針に沿うものであります。

また、前記ｂ．（b）の取り組みは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上のために、必要

に応じて、法令および当社定款の許容する範囲内で、かつ株主意思を重視した具体的方策として策定されたも

のであるため、当社の株主共同の利益を損なうものおよび当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでは

ありません。

 

(3) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間では、ヘルスケア・スキンケア事業において研究開発活動を行っておりますが、少額

であり特に記載すべき事項はありません。

 

(4) 主要な設備

当第１四半期連結累計期間において、前連結会計年度末に計画していた重要な設備の新設について完了したもの

は次のとおりであります。

会社名
事業所名

（所在地）
セグメントの名称 設備の内容

金額

（百万円）
完了年月

当社
各支店

（－）
清涼飲料事業

自動販売機、クー

ラー取得
 2,668 平成27年３月

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 270,000,000

計 270,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成27年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成27年５月８日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 111,125,714 111,125,714
東京証券取引所
（市場第一部）
福岡証券取引所

単元株式数100株

計 111,125,714 111,125,714 － －

 

(2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（千株）

発行済株式総
数残高

（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高
（百万円）

 平成27年１月１日～

 平成27年３月31日
－ 111,125 － 15,231 － 108,166

 

(6)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成27年３月31日現在
 

 区分 株式数（株）  議決権の数（個） 内容

 無議決権株式 － － －

 議決権制限株式（自己株式等） － － －

 議決権制限株式（その他） － － －

 完全議決権株式（自己株式等） 普通株式   1,984,800 － －

 完全議決権株式（その他） 普通株式 108,896,000 1,088,960 －

 単元未満株式 普通株式     244,914 － －

 発行済株式総数 111,125,714 － －

 総株主の議決権 － 1,088,960 －

 （注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,800株（議決権の数18個）含ま

れております。

 

②【自己株式等】

平成27年３月31日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有

株式数（株）

他人名義所有

株式数（株）

所有株式数の

合計（株）

発行済株式総数に対

する所有株式数の割

合（％）

コカ・コーラウエスト　

株式会社

福岡市東区箱崎

七丁目９番66号
1,984,800 － 1,984,800 1.79

計 － 1,984,800 － 1,984,800 1.79

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成27年１月１日から平

成27年３月31日まで）および第１四半期連結累計期間（平成27年１月１日から平成27年３月31日まで）に係る四半期

連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【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26年12月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 41,996 39,827

受取手形及び売掛金 ※１ 27,797 24,083

有価証券 100 100

商品及び製品 25,659 22,703

仕掛品 547 792

原材料及び貯蔵品 2,166 2,989

その他 18,098 17,030

貸倒引当金 △316 △357

流動資産合計 116,050 107,168

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 33,132 32,507

機械装置及び運搬具（純額） 23,252 22,245

販売機器（純額） 27,113 27,305

土地 59,155 59,131

建設仮勘定 11 15

その他（純額） 1,457 2,199

有形固定資産合計 144,124 143,403

無形固定資産   

のれん 39,539 38,876

その他 8,160 8,258

無形固定資産合計 47,699 47,135

投資その他の資産   

投資有価証券 19,162 20,266

その他 10,622 10,437

貸倒引当金 △398 △411

投資その他の資産合計 29,386 30,292

固定資産合計 221,210 220,832

資産合計 337,260 328,000
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年12月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年３月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 17,750 15,735

1年内返済予定の長期借入金 2,517 2,517

未払法人税等 2,024 208

未払金 20,649 19,438

販売促進引当金 260 307

その他 8,173 8,079

流動負債合計 51,375 46,287

固定負債   

社債 20,000 20,000

長期借入金 2,719 1,465

退職給付に係る負債 3,871 3,757

役員退職慰労引当金 149 148

その他 4,993 5,015

固定負債合計 31,734 30,386

負債合計 83,109 76,674

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 131,355 127,811

自己株式 △4,580 △4,582

株主資本合計 251,079 247,533

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,389 4,579

繰延ヘッジ損益 317 192

為替換算調整勘定 16 15

退職給付に係る調整累計額 △1,026 △1,342

その他の包括利益累計額合計 2,696 3,445

少数株主持分 374 347

純資産合計 254,150 251,326

負債純資産合計 337,260 328,000
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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26年１月１日
　至　平成26年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成27年１月１日
　至　平成27年３月31日)

売上高 94,903 91,116

売上原価 47,681 44,938

売上総利益 47,222 46,177

販売費及び一般管理費 48,595 47,424

営業損失（△） △1,372 △1,246

営業外収益   

受取利息 19 12

受取配当金 22 18

持分法による投資利益 34 －

その他 147 171

営業外収益合計 224 202

営業外費用   

支払利息 141 83

持分法による投資損失 － 30

固定資産除却損 30 72

その他 82 59

営業外費用合計 254 246

経常損失（△） △1,402 △1,290

特別利益   

投資有価証券売却益 67 －

特別利益合計 67 －

特別損失   

商品表記対応費用 186 －

特別損失合計 186 －

税金等調整前四半期純損失（△） △1,521 △1,290

法人税、住民税及び事業税 382 233

法人税等調整額 △835 △279

法人税等合計 △453 △45

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,068 △1,244

少数株主利益 6 7

四半期純損失（△） △1,074 △1,252
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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26年１月１日
　至　平成26年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成27年１月１日
　至　平成27年３月31日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,068 △1,244

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △257 1,189

為替換算調整勘定 － △0

退職給付に係る調整額 94 △319

持分法適用会社に対する持分相当額 2 △120

その他の包括利益合計 △159 748

四半期包括利益 △1,227 △496

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,233 △503

少数株主に係る四半期包括利益 6 7
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記）

（連結の範囲の変更）

前連結会計年度末にて非連結子会社であったパシフィックエース西日本株式会社は、平成27年１月１日付で当社

が株式を取得したパシフィックエース株式会社を、同日付で吸収合併し重要性が増したため、当第１四半期連結会

計期間より連結の範囲に含めております。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

※１　期末日満期手形の処理方法

期末日満期手形は手形交換日をもって決済処理しております。前連結会計年度末日は金融機関の休日のた

め、期末日満期手形が前連結会計年度末残高に次のとおり含まれております。

  
前連結会計年度

（平成26年12月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成27年３月31日）

 受取手形及び売掛金 12百万円 －百万円

 

　２　当座貸越契約

当社は、効率的に運転資金を確保するため取引銀行７行と当座貸越契約を締結しております。前連結会計

年度末および当第１四半期連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであ

ります。

  
前連結会計年度

（平成26年12月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成27年３月31日）

 当座貸越極度額 　 34,900百万円 　 34,900百万円

 借入実行残高 － －

 差引額 34,900 34,900

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）およびのれんの償却額は、

次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成26年１月１日
至　平成26年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成27年１月１日
至　平成27年３月31日）

減価償却費 5,617百万円 5,595百万円

のれんの償却額 662 662

 

（株主資本等関係）

前第１四半期連結累計期間（自　平成26年１月１日　至　平成26年３月31日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

 １株当たり

 配当額（円）
基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年３月25日

定時株主総会
普通株式 2,292 21 平成25年12月31日 平成26年３月26日 利益剰余金

 

当第１四半期連結累計期間（自　平成27年１月１日　至　平成27年３月31日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

 １株当たり

 配当額（円）
基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年３月24日

定時株主総会
普通株式 2,291 21 平成26年12月31日 平成27年３月25日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自　平成26年１月１日　至　平成26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

  （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 86,126 8,777 94,903

セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － －

計 86,126 8,777 94,903

セグメント利益

又は損失（△）
△2,026 653 △1,372

（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損失（△）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27年１月１日　至　平成27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

  （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 82,970 8,145 91,116

セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － －

計 82,970 8,145 91,116

セグメント利益

又は損失（△）
△1,855 608 △1,246

（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損失（△）とそれぞ

れ一致しております。

 

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純損失金額および算定上の基礎は、以下のとおりであります。

  
前第１四半期連結累計期間
（自　平成26年１月１日
至　平成26年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成27年１月１日
至　平成27年３月31日）

１株当たり四半期純損失金額（△） （円） △9.84 △11.47

（算定上の基礎）    

四半期純損失金額（△） （百万円） △1,074 △1,252

普通株主に帰属しない金額 （百万円） － －

普通株式に係る四半期純損失金額

（△）
（百万円） △1,074 △1,252

普通株式の期中平均株式 （千株） 109,143 109,141

（注） 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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（重要な後発事象）

当社は、平成27年４月30日開催の取締役会において、四国コカ・コーラボトリング株式会社の発行済株式の全て

を取得することを決議し、同日に株式譲渡契約を締結いたしました。

１．株式取得の目的

コカ・コーラボトラーである当社および四国コカ・コーラボトリング株式会社は、それぞれの事業エリアの

リーディングカンパニーとして確固たる地位と実績を築いてまいりました。

しかしながら、消費者ニーズの多様化や節約志向などの影響を受け、販売チャネルの変化や競合他社との販

売競争が激化するなど、当社および四国コカ・コーラボトリング株式会社を取り巻く経営環境は厳しさを一層

増しております。

このような環境下、当社は、西日本地域のコカ・コーラボトリングビジネスを一元的に管理・運営すること

により同ビジネスの効率化を図ることが必要かつ最善と判断し、四国コカ・コーラボトリング株式会社の発行

済普通株式全部を取得して完全子会社化することにいたしました。

２．株式の取得先

日本製紙株式会社

３．当該会社の概要

名称               ： 四国コカ・コーラボトリング株式会社

所在地             ： 香川県高松市春日町1378番地

代表者の役職・氏名 ： 代表取締役社長　前田　高弘

事業内容           ： 清涼飲料の製造・販売

資本金             ： 5,576百万円（平成26年12月31日現在）

設立年月日         ： 昭和38年１月７日

４．株式取得の時期

平成27年５月18日（予定）

５．取得する株式数、取得価額および取得後の持分比率

取得する株式の数   ： 23,394,076株

取得価額           ： 普通株式 9,760百万円

取得後の持分比率   ： 100％

６．増加する連結子会社の数

４社

７．取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が四国コカ・コーラボトリング株式会社の議決権の100％を取得することによります。

８．支払資金の調達方法および支払方法

自己資金を充当し、支払方法は一括払いとなっております。

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成27年５月８日

コカ・コーラウエスト株式会社

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 岡野　隆樹　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 佐田　明久　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 石井　伸幸　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているコカ・コーラウ

エスト株式会社の平成27年１月１日から平成27年12月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成27年１月

１日から平成27年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成27年１月１日から平成27年３月31日まで）に係る四

半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記につ

いて四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、コカ・コーラウエスト株式会社及び連結子会社の平成27年３月31日現

在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が

すべての重要な点において認められなかった。

 

強調事項

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成27年４月30日開催の取締役会において、四国コカ・コーラボトリ

ング株式会社の発行済株式の全てを取得することを決議し、同日に株式譲渡契約を締結した。

　当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上
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　（注）　１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　　２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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