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平成 27 年 3 月 13 日 

 

会社名 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 

代表者名 代表取締役社長 佐々木 康行 

（コード番号 2573 東証 2 部・札証） 

問合せ先 取締役経営管理部担当 前田 則彦 

TEL（011）888-2051 

 

（訂正・数値データ訂正） 

「平成 26 年 12 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

平成 27 年 2 月 6 日に公表いたしました「平成 26 年 12 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」

に一部訂正すべき事項がありましたので、下記の通りお知らせいたします。また、数値デ

ータにも訂正がありましたので、訂正後の数値データも送信いたします。 

なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。 

 

記 

1． 訂正の理由 

サマリー情報、財政状態に関する分析及び連結キャッシュ・フロー計算書の記載に一部

誤りがありましたので、訂正を行うものであります。 

 

2． 訂正箇所 

サマリー情報 （3）連結キャッシュ・フローの状況 

【訂正前】 

 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 

 

26 年 12 月期 

25 年 12 月期 

百万円 

4,360 

5,307 

百万円 

△3,073 

△2,516 

百万円 

△807 

△724 

百万円 

9,704 

9,225 

 

【訂正後】 

 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 

 

26 年 12 月期 

25 年 12 月期 

百万円 

4,360 

5,307 

百万円 

△3,116 

△2,516 

百万円 

△807 

△724 

百万円 

9,704 

9,225 
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添付資料 3 ページ １．経営成績・財政状態に関する分析（2）財政状態に関する分析 

 ②キャッシュ・フローの状況 

【訂正前】 

≪投資活動によるキャッシュ・フロー≫ 

投資活動の結果によって使用した資金は、30 億７千３百万円（前連結会計年度は 25 億１千

６百万円の使用）になりました。これは、主に市場における競争力強化のため自動販売機

の増設及び更新などの有形固定資産の取得による支出 26 億３千９百万円によるものです。 

 

【訂正後】 

≪投資活動によるキャッシュ・フロー≫ 

投資活動の結果によって使用した資金は、31 億１千６百万円（前連結会計年度は 25 億１千

６百万円の使用）になりました。これは、主に市場における競争力強化のため自動販売機

の増設及び更新などの有形固定資産の取得による支出 26 億３千９百万円によるものです。 
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添付資料 14 ページ ４．連結財務諸表（4）連結キャッシュ・フロー計算書 

【訂正前】 
          (単位：百万円)
         前連結会計年度 

(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成26年１月１日 
 至 平成26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 752 1,225

 減価償却費 3,909 3,840

 減損損失 15 18

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △9 △0

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 378 -

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） - △97

 受取利息及び受取配当金 △26 △25

 固定資産除売却損益（△は益） 16 △91

 投資有価証券評価損益（△は益） 0 2

 投資有価証券売却損益（△は益） 1 -

 売上債権の増減額（△は増加） △100 △615

 たな卸資産の増減額（△は増加） 380 △131

 仕入債務の増減額（△は減少） 11 62

 未払消費税等の増減額（△は減少） 28 93

 長期未払金の増減額（△は減少） - △36

 その他 392 772

 小計 5,750 5,016

 法人税等の支払額 △443 △656

 営業活動によるキャッシュ・フロー 5,307 4,360

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 有形固定資産の取得による支出 △2,365 △2,639

 有形固定資産の売却による収入 134 292

 無形固定資産の取得による支出 △47 △67

 資産除去債務の履行による支出 △0 △0

 投資有価証券の取得による支出 △15 △45

 投資有価証券の売却による収入 15 -

 貸付けによる支出 △33 △123

 貸付金の回収による収入 147 224

 利息及び配当金の受取額 26 25

 その他 △377 △739

 投資活動によるキャッシュ・フロー △2,516 △3,073

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 リース債務の返済による支出 △283 △367

 自己株式の取得による支出 △1 △0

 配当金の支払額 △437 △437

 利息の支払額 △2 △2

 財務活動によるキャッシュ・フロー △724 △807

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,065 479

現金及び現金同等物の期首残高 7,159 9,225

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 9,225 ※1 9,704
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【訂正後】 
          (単位：百万円)
         前連結会計年度 

(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成26年１月１日 
 至 平成26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 752 1,225

 減価償却費 3,909 3,840

 減損損失 15 18

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △9 △0

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 378 -

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） - △97

 受取利息及び受取配当金 △26 △25

 固定資産除売却損益（△は益） 16 △91

 投資有価証券評価損益（△は益） 0 2

 投資有価証券売却損益（△は益） 1 -

 売上債権の増減額（△は増加） △100 △615

 たな卸資産の増減額（△は増加） 380 △131

 仕入債務の増減額（△は減少） 11 62

 未払消費税等の増減額（△は減少） 28 93

 長期未払金の増減額（△は減少） - △36

 その他 392 772

 小計 5,750 5,016

 法人税等の支払額 △443 △656

 営業活動によるキャッシュ・フロー 5,307 4,360

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 有形固定資産の取得による支出 △2,365 △2,639

 有形固定資産の売却による収入 134 292

 無形固定資産の取得による支出 △47 △67

 資産除去債務の履行による支出 △0 △0

 投資有価証券の取得による支出 △15 △45

 投資有価証券の売却による収入 15 -

 貸付けによる支出 △33 △123

 貸付金の回収による収入 147 224

 利息及び配当金の受取額 26 25

 その他 △377 △782

 投資活動によるキャッシュ・フロー △2,516 △3,116

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 リース債務の返済による支出 △283 △367

 自己株式の取得による支出 △1 △0

 配当金の支払額 △437 △437

 利息の支払額 △2 △2

 財務活動によるキャッシュ・フロー △724 △807

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,065 436

現金及び現金同等物の期首残高 7,159 9,225

連結子会社と非連結子会社の合併による増加 - 43

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 9,225 ※1 9,704

 

以上 


