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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年3月31日） 

（注） 平成19年12月期は決算期の変更により平成19年４月１日から平成19年12月31日までの９ヶ月決算となっております。これにより平成20年12月期第１
四半期（平成20年１月１日～平成20年３月31日）は対象期間が異なっているため、対前年同四半期増減率は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 ％

21年12月期第1四半期 11,297 ― △488 ― △427 ― △307 ―

20年12月期第1四半期 11,413 ― △297 ― △227 ― △203 ―

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

21年12月期第1四半期 △13.16 ―

20年12月期第1四半期 △8.50 ―

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月期第1四半期 48,271 42,886 88.7 1,830.45
20年12月期 47,171 43,497 92.1 1,856.13

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  42,833百万円 20年12月期  43,434百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年12月期 ― 11.00 ― 11.00 22.00

21年12月期 ―

21年12月期 
（予想）

11.00 ― 11.00 22.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

26,000 3.0 △200 ― △50 ― △100 ― △4.27

通期 56,500 3.9 600 101.5 900 53.0 350 139.8 14.96

－ 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) 簡便な会計処理及び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) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページ「定性的情報・財務諸表等 ４．その他」をご覧下さい。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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予想等将来に関する記述は、発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、今後様々な要因によっ
て予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、４ページ「定性的情報・財務諸表等 ３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧
ください。 
・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）および「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基 
準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。なお、「財務諸表等の用語、
様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後
の四半期連結財務諸表規則を適用しております。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第1四半期 23,907,862株 20年12月期  23,907,862株

② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  507,454株 20年12月期  507,331株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 23,400,473株 20年12月期第1四半期 23,900,881株

－ 2 －



 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、景気の後退が続くなか企業業績が落ち込み、雇用や所得環境の

悪化により個人消費が低迷する等後退局面で推移いたしました。四国地域の経済も悪化傾向が続きました。 

 清涼飲料業界におきましても、景気の悪化による消費の低迷等により市場規模は前年を下回ったと見られており、

成熟した市場での販売競争による厳しい経営環境は依然として継続しております。 

 このような経営環境のなか、当社グループは収益の改善を最大の課題と位置付け、販売面や生産面等においてそれ

ぞれの施策に取り組んでまいりました。 

 販売面につきましては、「コカ・コーラ ゼロ」、「ファンタ オレンジ」等のリニューアルや「ジョージア 上

出来カタログ2009」キャンペーンを実施いたしました。また、販売チャネルに対応した販売促進活動を行うととも

に、自動販売機による販売の拡大やオペレーション効率の改善に取り組む等収益重視の営業活動に努めました。 

 また、生産、物流面につきましては、新たなサプライチェーンマネジメント体制に対応し、生産性や物流効率の向

上に取り組みました。 

 これらの結果、当第１四半期連結会計期間の業績につきまして、新たなサプライチェーンマネジメント体制への移

行によりコカ・コーラボトラー各社への販売数量が増加したものの四国内での販売数量が減少したこともあり売上高

は112億97百万円（前年同期比△1.0％）となりました。また、経費の削減に努めましたが、営業損失４億88百万円

（前年同期差△１億90百万円）、経常損失４億27百万円（前年同期差△２億円）、四半期純損失３億７百万円（前年

同期差△１億４百万円）となりました。 

（１）資産、負債および純資産の状況 

（資産の部） 

 当第１四半期連結会計期間末における資産合計は前連結会計年度末に比べ10億99百万円増加し、482億71百万

円となりました。 

 流動資産は前連結会計年度末に比べ14億87百万円増加し、155億９百万円となりました。これは主に、たな卸

資産が13億17百万円増加したこと等によるものであります。 

 固定資産は前連結会計年度末に比べ３億87百万円減少し、327億61百万円となりました。これは販売機器等の

減少等により有形固定資産が３億14百万円減少したこと等によるものであります。 

（負債の部） 

 当第１四半期連結会計期間末における負債合計は前連結会計年度末に比べ17億10百万円増加し、53億84百万円

となりました。 

 流動負債は前連結会計年度末に比べ17億43百万円増加し、50億30百万円となりました。これは買掛金が17億66

百万円増加したこと等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32百万円減少し、３億54百万円となりました。これは繰延税金負債が46百

万円減少したこと等によるものであります。 

（純資産の部） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は前連結会計年度末に比べ６億10百万円減少し、428億86百

万円となりました。これは四半期純損失を３億７百万円計上したこと、配当金により２億57百万円減少したこと

等によるものであります。 

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報
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（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッ

シュ・フローにより13億８百万円の増加、投資活動によるキャッシュ・フローにより13億55百万円の減少、財務活

動によるキャッシュ・フローにより２億36百万円の減少となりました。 

 これらにより資金は、前連結会計年度末に比べ２億83百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末には、34億20

百万円（前連結会計年度末比△7.6％）となりました。 

 当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、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） 

 営業活動による資金の増加は、13億８百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純損失が４億79百万

円、たな卸資産の増加額が13億17百万円あったものの、減価償却費が６億70百万円、仕入債務の増加額が17億66

百万円およびその他の資産の減少額が７億32百万円あったこと等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） 

 投資活動による資金の減少は、13億55百万円となりました。これは、販売機器等有形固定資産の取得による支

出が３億87百万円および短期貸付金の増加額が７億61百万円あったこと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） 

 財務活動の結果使用した資金は、配当金の支払額２億33百万円等により２億36百万円となりました。 

 今後の見通しにつきまして、景気は先行き不透明な状況で推移し、個人消費も所得や雇用環境の悪化等により低迷

し、当社グループの経営環境は非常に厳しい状況が継続するものと予想されます。 

 このような厳しい状況のなか、当社グループは、販売チャネルに対応したきめ細かい販売促進活動を推進し収益の

拡大を図るとともに、新たなサプライチェーンマネジメント体制における生産、物流面での効率化に取り組む等コス

ト削減に努め、最大課題であります収益の改善に取り組んでまいります。 

 なお、平成21年12月期の連結業績予想につきましては、平成21年２月12日に公表しました業績予想に変更はありま

せん。 

 該当事項はありません。    

 重要な該当事項はありません。 

① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)および「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規

則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。なお、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号のただし書き

により、改正後の四半期連結財務諸表規則を適用しております。 

② たな卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として原価法によっておりましたが、当第１四半

期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用さ

れたことにともない、主として原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に

より算定しております。 

 これにより、営業損失は37百万円、経常損失および税金等調整前四半期純損失は、それぞれ16百万円増加して

おります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期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
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③ リース取引に関する会計基準の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正））および「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年

４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことにと

もない、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によって

おります。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リー

ス期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 これにより、営業損失、経常損失および税金等調整前四半期純損失は、それぞれ１百万円増加しております。

（追加情報） 

〔有形固定資産の耐用年数の変更〕 

 当社および連結子会社の機械装置等の耐用年数について当第１四半期連結会計期間より法人税法の改正を契

機として見直しを行い、改正後の法人税法に基づく耐用年数に変更しております。 

 これにより、営業損失、経常損失および税金等調整前四半期純損失は、それぞれ１百万円増加しておりま

す。 

〔役員退職慰労引当金〕 

 当社および連結子会社は、平成21年３月開催の定時株主総会において、取締役および監査役に対する役員退

職慰労金制度廃止にともなう打切り支給（支給の時期は取締役および監査役各氏のそれぞれの退任時とす

る。）について決議いたしました。 

 これにより、役員退職慰労引当金は全額取崩し、打ち切り支給額の未払分を固定負債の「その他」に計上し

ております。 

－ 5 －

四国コカ・コーラボトリング㈱（2578）平成21年12月期　第１四半期決算短信



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,637 3,921

受取手形及び売掛金 2,383 2,492

商品及び製品 3,088 1,950

原材料及び貯蔵品 246 67

短期貸付金 4,520 3,739

その他 1,638 1,856

貸倒引当金 △4 △4

流動資産合計 15,509 14,022

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 10,367 10,331

減価償却累計額 △5,994 △5,909

建物及び構築物（純額） 4,372 4,422

販売機器 25,122 25,238

減価償却累計額 △21,559 △21,488

販売機器（純額） 3,563 3,749

土地 7,170 7,170

建設仮勘定 200 133

その他 14,600 15,057

減価償却累計額 △12,596 △12,909

その他（純額） 2,004 2,148

有形固定資産合計 17,310 17,624

無形固定資産 350 353

投資その他の資産   

長期貸付金 12,790 12,655

その他 2,321 2,525

貸倒引当金 △10 △10

投資その他の資産合計 15,101 15,170

固定資産合計 32,761 33,148

資産合計 48,271 47,171
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,097 330

未払法人税等 77 102

賞与引当金 551 276

役員賞与引当金 20 54

その他 2,282 2,523

流動負債合計 5,030 3,286

固定負債   

役員退職慰労引当金 － 110

その他 354 277

固定負債合計 354 387

負債合計 5,384 3,673

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,576 5,576

資本剰余金 4,973 4,973

利益剰余金 32,760 33,325

自己株式 △412 △412

株主資本合計 42,897 43,462

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △64 △28

評価・換算差額等合計 △64 △28

少数株主持分 53 63

純資産合計 42,886 43,497

負債純資産合計 48,271 47,171
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（２）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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 11,297

売上原価 6,567

売上総利益 4,730

販売費及び一般管理費  

販売費 4,483

一般管理費 735

販売費及び一般管理費合計 5,218

営業損失（△） △488

営業外収益  

受取利息 51

受取配当金 0

その他 26

営業外収益合計 79

営業外費用  

支払利息 0

持分法による投資損失 15

その他 2

営業外費用合計 18

経常損失（△） △427

特別利益  

固定資産売却益 1

雇用促進奨励金 0

その他 0

特別利益合計 2

特別損失  

固定資産除却損 23

投資有価証券評価損 29

その他 1

特別損失合計 54

税金等調整前四半期純損失（△） △479

法人税、住民税及び事業税 63

法人税等調整額 △226

法人税等合計 △163

少数株主損失（△） △7

四半期純損失（△） △307
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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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31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損失（△） △479

減価償却費 670

賞与引当金の増減額（△は減少） 275

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △33

前払年金費用の増減額（△は増加） 60

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △110

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0

受取利息及び受取配当金 △52

支払利息 0

持分法による投資損益（△は益） 15

固定資産除却損 23

投資有価証券評価損益（△は益） 29

売上債権の増減額（△は増加） 109

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,317

仕入債務の増減額（△は減少） 1,766

未払金の増減額（△は減少） △165

未収消費税等の増減額（△は増加） △37

未払消費税等の増減額（△は減少） △37

その他の資産の増減額（△は増加） 732

その他の負債の増減額（△は減少） △42

その他 △0

小計 1,408

利息及び配当金の受取額 17

法人税等の支払額 △118

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,308

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 △20

定期預金の払戻による収入 20

有形固定資産の取得による支出 △387

有形固定資産の売却による収入 1

無形固定資産の取得による支出 △51

短期貸付金の増減額（△は増加） △761

長期貸付けによる支出 △153

その他 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,355
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（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △233

少数株主への配当金の支払額 △2

その他 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △236

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △283

現金及び現金同等物の期首残高 3,704

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,420
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）および「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」

に従い四半期連結財務諸表を作成しております。なお、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一

部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正

後の四半期連結財務諸表規則を適用しております。 

 該当事項はありません。 

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日) 

 事業の種類として「飲料関連事業」および「その他の事業」に区分しておりますが、このうち全セグメン

トの売上高の合計および営業利益の合計額に占める「飲料関連事業」の割合がいずれも90％を超えているた

め、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日) 

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店がないため、該当事項はありません。  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日) 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。  

 該当事項はありません。  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）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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前第１四半期連結累計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年３月31日） 

  

「参考資料」

（１）（要約）四半期連結損益計算書

（単位：百万円） 

期 別 

 

 

科 目 

平成20年12月期 

第１四半期 

（自 平成20年１月１日 

至 平成20年３月31日） 

金  額 

    

Ⅰ 売上高  11,413

Ⅱ 売上原価  6,383

売上総利益  5,029

Ⅲ 販売費及び一般管理費  5,327

営業損失（△）  △297

Ⅳ 営業外収益  75

１．受取利息  44

２．受取配当金  0

３．持分法による投資利益  1

４．その他  29

Ⅴ 営業外費用  4

１．支払利息  0

２．その他  4

経常損失（△）  △227

Ⅵ 特別利益  1

１．固定資産売却益  0

２．貸倒引当金戻入額  0

Ⅶ 特別損失  73

１．固定資産除却損  64

２．生産物流資産廃棄共同負担金  1

３．その他  7

税金等調整前四半期純損失（△）  △299

法人税、住民税及び事業税  89

法人税等調整額  △175

少数株主損失（△）  △10

四半期純損失（△）  △203
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前第１四半期連結累計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年３月31日） 

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円） 

期 別 

  

科 目 

平成20年12月期 

第１四半期 

（自 平成20年１月１日 

至 平成20年３月31日） 

Ⅰ 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損失（△）  △299

減価償却費  746

賞与引当金の増減額（△は減少）  323

役員賞与引当金の増減額（△は減少）  △34

前払年金費用の増減額（△は増加）  △14

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）  △59

貸倒引当金の増減額（△は減少）  △0

受取利息及び受取配当金  △44

持分法による投資損益（△は益）  △1

固定資産除却損  64

売上債権の増減額（△は増加）  516

たな卸資産の増減額（△は増加）  219

仕入債務の増減額（△は減少）  △171

未払金の増減額（△は減少）  △9

未払消費税等の増減額（△は減少）  △7

その他の資産の増減額（△は増加）  △220

その他の負債の増減額（△は減少）  △51

その他  5

小  計  962

利息及び配当金の受取額  14

法人税等の支払額  △309

その他  △8

営業活動によるキャッシュ・フロー  658

Ⅱ 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  △20

定期預金の払戻による収入  20

有形固定資産の取得による支出  △507

有形固定資産の売却による収入  3

無形固定資産の取得による支出  △21

投資有価証券の取得による支出  △1

短期貸付金の増減額（△は増加）  △0

その他  0

投資活動によるキャッシュ・フロー  △528

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の増減額（△は増加）  △0

配当金の支払額  △123

少数株主への配当金の支払額  △2

財務活動によるキャッシュ・フロー  △125

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  4

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  5,098

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高  5,103
  

－ 13 －

四国コカ・コーラボトリング㈱（2578）平成21年12月期　第１四半期決算短信




