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平成24年11月５日 

各 位 

会 社 名 コ カ ･ コ ー ラ ウ エ ス ト 株 式 会 社 
代 表 者 名 代表取締役社長 吉 松  民 雄 

(コード番号 2579 東証第一部､大証第一部､福証) 
問 合 せ 先 社 長 室 長 髙 木  恭 一 
 （Tel．(092)641-8774） 

 
 

コカ・コーラウエスト株式会社による南九州コカ・コーラボトリング株式会社の 

完全子会社化に向けた協議・検討開始に関するお知らせ 
 

コカ・コーラウエスト株式会社（本社：福岡市、以下「ＣＣＷ社」）と南九州コカ・コーラボトリング株式会

社（本社：熊本市、以下「南九州社」）は、ＣＣＷ社による南九州社の完全子会社化について、協議・検

討を開始いたしますので、下記のとおりお知らせいたします。 

記 

１．完全子会社化に向けた協議・検討を開始する背景・目的 

ＣＣＷ社と南九州社は、平成19年３月に資本業務提携契約を締結して以来、コカ・コーラ事業に

おけるマーケティング活動やサプライチェーンマネジメントを中心に、協働関係を構築してまいりまし

た。また、両社は、役員・経営幹部を含む人材交流を行うなど、業務提携の推進体制も強化してまい

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、資本業務提携契約の締結後も、両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、ＣＣＷ社と南九州社は、両社ならびに両社のお客さま、お得意さまおよび株主

のみなさまを含むあらゆるステークホルダーのみなさまにとって、ＣＣＷ社による南九州社の完全子

会社化によって、シナジー効果を最大化し、競争優位を確立することで、両社の企業価値増大を図

ることが必要かつ最善との共通認識に達しました。 

２．完全子会社化に向けた協議・検討の概要 

ＣＣＷ社は、平成24年６月30日現在、南九州社の発行済株式総数の25.00％を保有しており、同

社の第２位の大株主であります。 

今後、ＣＣＷ社と南九州社は、平成25年３月末を目処としてＣＣＷ社による南九州社の完全子会

社化を目指し、完全子会社化の手法等について、協議・検討を行ってまいります。なお、CCW社お

よび南九州社において、完全子会社化について株主総会決議が必要となります場合は、株主総会

による承認を得てこれを実行いたします。 

３．業績への影響 

本件がＣＣＷ社の平成24年12月期業績に与える影響はありません。 

今後、本件によりCCW社による南九州社の完全子会社化が実現した場合におけるＣＣＷ社の平

成25年12月期業績に与える影響につきましては、CCW社による南九州社の完全子会社化につい

ての合意が成立しました段階で、適時開示いたします。 
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４．当事会社の概要 

(平成24年６月30日現在) 

（1） 商号  コカ・コーラウエスト株式会社  南九州コカ・コーラボトリング株式会社  

（2） 主な事業内容  飲料・食品の製造、販売事業  飲料・食品の製造、販売事業  

（3） 設立年月  昭和35年12月  昭和37年８月  

（4） 本店所在地  福岡市東区箱崎七丁目９番66号  熊本市南区南高江三丁目５番１号 

（5） 代表者  代表取締役社長  吉松 民雄 代表取締役社長  竹森 英治  

（6） 資本金  15,231百万円 6,388百万円 

（7） 発行済株式総数  

(自己株式を除く)  

99,971千株 2,548千株 

（8） 純資産 

（平成23年12月31日現在） 

[連結] 227,864百万円 

[単体] 220,107百万円 

[連結] 48,695百万円 

[単体] 45,280百万円 

（9） 総資産 

（平成23年12月31日現在） 

[連結] 342,560百万円 

[単体] 316,198百万円 

[連結] 60,599百万円 

[単体] 57,853百万円 

（10） 決算期  12月 12月 

（11） 従業員数 

（平成23年12月31日現在） 

[連結] 8,105人 

[単体] 2,796人 

[連結] 2,164人 

[単体] 1,466人 

株式会社リコー  15.11％ 薩摩酒造株式会社 30.27％ 

公益財団法人新技術開発財団 4.76％ コカ・コーラウエスト株式会社  25.00％ 

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行

株式会社(信託口)  
4.48％ 株式会社ＭＣＡﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ  12.90％ 

ｺｶ･ｺｰﾗﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽﾞ･ｳｴｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｲﾝｸ 3.67％ 本坊酒造株式会社  6.80％ 

（12） 大株主および 

持株比率  

三菱重工食品包装機械株式会社 3.52％ 株式会社本坊商店  6.72％ 

（13） 主要取引銀行  株式会社西日本シティ銀行 

三井住友信託銀行株式会社 

株式会社福岡銀行 

株式会社三井住友銀行 

株式会社みずほコーポレート銀行 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

株式会社肥後銀行 

株式会社宮崎銀行 

株式会社大分銀行 

株式会社鹿児島銀行 

（14） 当事会社の関係  資本関係 ＣＣＷ社は南九州社株式637千株（発行済株式総数に占める割

合25.00％）を所有しております。 

  人的関係 ＣＣＷ社代表取締役 吉松民雄は、南九州社取締役であります。 

南九州社代表取締役 竹森英治は、CCW社取締役であります。 

ＣＣＷ社監査役（常勤） 網塚忠優は、南九州社監査役でありま

す。 

  取引関係 

（平成23年12月期） 

ＣＣＷ社の売上高のうち13,125百万円は、南九州社を相手先と

するものであります。 

   南九州社の売上高のうち2,065百万円は、ＣＣＷ社を相手先とす

るものであります。 

  関連当事者への 

該当状況 

南九州社は、ＣＣＷ社の持分法適用関連会社であり、関連当事

者に該当します。 
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５．当事会社の最近３年間の業績 

 （1）ＣＣＷ社 

 【連結】 

  平成21年12月期 平成22年12月期 平成23年12月期 

売上高 （百万円） 369,698 375,764 399,717 

営業利益 （百万円） 2,242 12,003 16,469 

経常利益 （百万円） 2,085 12,659 16,044 

当期純利益又は当期純損失（△） （百万円） △7,594 7,582 6,997 

１株当たり当期純利益金額又は 

１株当たり当期純損失金額（△） 
（円） △75.96 75.84 69.99 

１株当たり純資産額 （円） 2,227.96 2,260.03 2,275.55 

 【単体】 

  平成21年12月期 平成22年12月期 平成23年12月期 

売上高 （百万円） 339,194 339,939 341,658 

営業利益又は営業損失（△） （百万円） △996 7,207 8,157 

経常利益又は経常損失（△） （百万円） △239 8,373 9,863 

当期純利益又は当期純損失（△） （百万円） △7,591 6,479 5,726 

１株当たり当期純利益金額又は 

１株当たり当期純損失金額（△） 
（円） △75.93 64.81 57.27 

１株当たり配当額 （円） 42.00 40.00 41.00 

１株当たり純資産額 （円） 2,178.24 2,199.15 2,201.69 

 （2）南九州社 

 【連結】 

  平成21年12月期 平成22年12月期 平成23年12月期 

売上高 （百万円） 86,352 79,934 80,312 

営業利益 （百万円） 1,892 3,438 3,199 

経常利益 （百万円） 1,466 2,916 2,979 

当期純利益又は当期純損失（△） （百万円） △730 1,640 1,763 

１株当たり当期純利益金額又は 

１株当たり当期純損失金額（△） 
（円） △229.40 554.03 692.10 

１株当たり純資産額 （円） 17,475.39 18,745.88 19,111.22 

 【単体】 

  平成21年12月期 平成22年12月期 平成23年12月期 

売上高 （百万円） 75,517 69,454 69,594 

営業利益 （百万円） 837 2,180 1,781 

経常利益 （百万円） 997 2,323 2,390 

当期純利益又は当期純損失（△） （百万円） △764 3,286 1,850 

１株当たり当期純利益金額又は 

１株当たり当期純損失金額（△） 
（円） △239.87 1,109.63 726.27 

１株当たり配当額 （円） 290 340 340 

１株当たり純資産額 （円） 15,858.90 17,371.41 17,770.92 

以上 


