
 

                           

2014 年５月 12 日 

各  位 

会 社 名  コカ・コーライーストジャパン株式会社 

代表者名  代表取締役社長 カリン・ドラガン 

（コード番号 2580 東証・名証第一部） 

問合せ先  取締役執行役員 

        コーポレートアドミニストレーション部長 

                  川本 成彦 

（TEL 03-5575-3749） 

 

連結連結連結連結子会社の吸収合併子会社の吸収合併子会社の吸収合併子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）（簡易合併・略式合併）（簡易合併・略式合併）（簡易合併・略式合併）にににに関する関する関する関するおおおお知らせ知らせ知らせ知らせ    

 

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり当社の 100％子会社であるコカ・コーラ セント

ラル ジャパン株式会社、三国コカ･コーラボトリング株式会社、東京コカ･コーラボトリング株式会社

および利根コカ･コーラボトリング株式会社（以下、本４社）を吸収合併することを決議しましたので

お知らせ致します。 

なお、本合併は 100％子会社を対象とする簡易吸収合併であるため、開示事項・内容の一部を省略し

ています。 

 

記 

 

１．合併の目的１．合併の目的１．合併の目的１．合併の目的    

グループの一体経営による効率的な会社経営を加速させるため、コマーシャル部門、コーポレ

ート部門の統合を目的として、2015 年１月１日付で本４社を当社に吸収合併する。 

 

２２２２．．．．合併の要旨合併の要旨合併の要旨合併の要旨        

 (1) 合併の日程 

合併決議取締役会   2014 年 ５月 12 日 

契約締結決議取締役会    2014 年 11 月 ６日（予定） 

合併契約締結           2014 年 11 月 ６日（予定） 

合併期日（効力発生日）      2015 年 １月 １日（予定） 

※ 本合併は、当社においては会社法第 796 条第３項に規定する簡易合併であり、本４社に

おいては会社法第 784 条第１項に規定する略式合併であるため、いずれも合併契約承認

の株主総会決議を経ずに行うものであります。 

 

 (2) 合併の方式 

当社を存続会社とする吸収合併方式で、本４社は解散し消滅致します。 

 

 (3) 合併に係る割当ての内容 

本合併は、当社の 100％出資の連結子会社との合併であるため、本合併による新株式の発行

および合併交付金の支払いは行いません。 

 

 (4) 消滅会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取り扱い 



 

   本４社は新株予約権および新株予約権付社債を発行しておりません。 

 

３．３．３．３．合併当事会社の概要合併当事会社の概要合併当事会社の概要合併当事会社の概要    

(1) 存続会社の概要（2013 年 12 月 31 日現在）    

① 商号 コカ・コーライーストジャパン株式会社 

② 本店所在地 東京都港区赤坂６丁目１番 20 号 

③ 代表者の役職 

および氏名 

代表取締役社長 カリン・ドラガン 

代表取締役副社長 マイケル・クームス 

④ 事業内容 清涼飲料の製造および販売 

⑤ 資本金 64 億 99 百万円 

⑥ 設立年月日 2001 年６月 29 日 

⑦ 発行済株式数 121,898,978 株 

⑧ 決算期 12 月末日 

⑨ 大株主および 

持株比率 

ヨーロピアン リフレッシュメンツ株式会社、16.90% 

日本コカ･コーラ株式会社、13.67% 

⑩ 直近事業年度の財政状態および経営成績 

決算期 2013 年 12 月期（連結） 

純資産 216,191 百万円 

総資産 314,490 百万円 

１株当たり純資産 1,785.92 円 

売上高 372,792 百万円 

営業利益 7,581 百万円 

経常利益 7,732 百万円 

当期純利益 11,582 百万円 

１株当たり当期純利益 139.70 円 

    

(2) 消滅会社の概要（2013 年 12 月 31 日現在）    

① 商号 
コカ・コーラ セントラル ジャパン 

株式会社 
三国コカ･コーラボトリング株式会社 

② 本店所在地 
神奈川県横浜市港南区下永谷 

六丁目４番２号 ※ 
埼玉県桶川市大字加納 180 番地 

③ 代表者の役職 

および氏名 

代表取締役社長  

マイケル・クームス 

代表取締役社長  

カリン・ドラガン 

④ 事業内容 清涼飲料の製造および販売 清涼飲料の製造および販売 

⑤ 資本金 100 百万円 100 百万円 

⑥ 設立年月日 2013 年７月１日 1963 年８月 14 日 

⑦ 発行済株式数 １株 48,284,423 株 

⑧ 決算期 12 月末日 12 月末日 

⑨ 大株主および 

持株比率 

コカ・コーライーストジャパン 

株式会社、100.00％ 

コカ・コーライーストジャパン 

株式会社、100.00％ 

⑩ 直近事業年度の財政状態および経営成績 

決算期 2013 年 12 月期（単体） 2013 年 12 月期（単体） 

純資産 40,371 百万円 58,523 百万円 

総資産 69,664 百万円 77,028 百万円 

１株当たり純資産 40,371 百万円 1,212.06 円 

売上高 89,471 百万円 104,907 百万円 

営業利益 1,436 百万円 958 百万円 

経常利益 1,550 百万円 1,564 百万円 

当期純利益 △ 841 百万円 △ 196 百万円 

１株当たり当期純利益 △ 841 百万円    △ 4.06 円 

    



 

    

① 商号 東京コカ･コーラボトリング株式会社 利根コカ･コーラボトリング株式会社 

② 本店所在地 東京都港区赤坂六丁目１番 20 号 ※ 千葉県野田市中根 310 番地 

③ 代表者の役職 

および氏名 

代表取締役社長  

カリン・ドラガン 

代表取締役社長  

ダン・ニスター 

④ 事業内容 清涼飲料の製造および販売 清涼飲料の製造および販売 

⑤ 資本金 100 百万円 100 百万円 

⑥ 設立年月日 1991 年８月６日 1962 年２月１日 

⑦ 発行済株式数 242,684 株 3,200,000 株 

⑧ 決算期 12 月末日 12 月末日 

⑨ 大株主および 

持株比率 

コカ・コーライーストジャパン 

株式会社、100.00％ 

コカ・コーライーストジャパン 

株式会社、100.00％ 

⑩ 直近事業年度の財政状態および経営成績 

決算期 2013 年 12 月期（単体） 2013 年 12 月期（単体） 

純資産 29,553 百万円 44,445 百万円 

総資産 54,063 百万円 60,768 百万円 

１株当たり純資産 121,776.86 円 13,889.25 円 

売上高 123,760 百万円 102,865 百万円 

営業利益 1,285 百万円 123 百万円 

経常利益 1,229 百万円 2,026 百万円 

当期純利益 △ 355 百万円 757 百万円 

１株当たり当期純利益 △ 1,466.70 円 236.70 円 

 ※ 本店所在地につきましては、2014 年１月１日現在の情報を記載しております。 

 

４．合併後の状況４．合併後の状況４．合併後の状況４．合併後の状況    

  本合併による商号、事業内容、本店所在地、代表者の役職・氏名、資本金、決算期の変更はあ

りません。 

 

５５５５．今後の見通し．今後の見通し．今後の見通し．今後の見通し    

  本合併は、100％連結子会社との合併であるため、連結業績への影響は軽微です。 

 

以 上 

 

（参考）当期連結業績予想（2014 年５月 12 日公表分）および前期連結実績   （単位：百万円） 

 連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 連結当期純利益 

当期業績予想 

（2014 年 12 月期） 
535,800 19,000 19,500 9,600 

前期実績 

（2013 年 12 月期） 
372,792 7,581 7,732 11,582 

 


