
平成24年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成24年5月8日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 コカ・コーラ セントラル ジャパン株式会社 上場取引所 東 名 
コード番号 2580 URL http://www.cccj.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） マイケル・クームス
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員経理部長 （氏名） 杉田 豊 TEL 045-222-5850
四半期報告書提出予定日 平成24年5月14日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成24年12月期第1四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年3月31日） 

（注）24年12月期第１四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につきましては、１株当たり四半期純損失であるため、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 ％

24年12月期第1四半期 40,894 2.5 △933 ― △1,049 ― △819 ―
23年12月期第1四半期 39,903 1.6 △589 ― △869 ― △994 ―

（注）包括利益 24年12月期第1四半期 △678百万円 （―％） 23年12月期第1四半期 △1,027百万円 （―％）

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

24年12月期第1四半期 △18.58 ―
23年12月期第1四半期 △22.55 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第1四半期 110,131 85,765 77.9
23年12月期 114,719 87,231 76.0
（参考） 自己資本   24年12月期第1四半期  85,738百万円 23年12月期  87,173百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

23年12月期 ― 18.00 ― 18.00 36.00
24年12月期 ―
24年12月期（予想） 18.00 ― 18.00 36.00

3.  平成24年12月期の連結業績予想（平成24年1月1日～平成24年12月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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(累計) 90,900 3.2 700 △58.2 600 △47.6 0 △100.0 0.00
通期 197,200 2.1 3,700 △8.6 4,000 3.6 1,900 45.1 43.08



(1) 当四半期連結累計期間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  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更に伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四
半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※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見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期
決算短信〔添付資料〕Ｐ．２「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名）                   、 除外 ―社 （社名）                   

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年12月期1Q 45,003,495 株 23年12月期 45,003,495 株
② 期末自己株式数 24年12月期1Q 860,826 株 23年12月期 895,406 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期1Q 44,109,064 株 23年12月期1Q 44,098,111 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による景気の停滞から緩やかに持ち直

し、円高から円安傾向への兆しが見られたものの、依然として欧州諸国で生じた債務危機による影響の懸念もあ

り、景気の先行きは不透明な状況が続いております。 

清涼飲料業界におきましては、ミネラルウォーターは消費者の災害備蓄意識の高まりにより好調に推移してお

り、飲料市場全体で前年販売数量を５％程度上回る着地となりましたが、消費者の節約志向の高まりや市場の低

価格化による企業間の販売競争は激しく、市場環境は厳しい状況が続いております。 

このような状況下、当社グループにおきましては、市場における売上成長機会を常に探究し、市場シェアと売

上高・利益の拡大に向けて、全社員一丸となって取り組んでおります。 

販売面におきましては、重点ブランド「コカ・コーラ」、「コカ・コーラ ゼロ」、「ファンタ」、「ジョー

ジア」、「爽健美茶」、「アクエリアス」、「綾鷹（あやたか）」、「い・ろ・は・す」の８ブランドを「コア

８」と位置づけ、積極的な販売活動を展開いたしました。無糖茶については、「爽健美茶」、「綾鷹」の更なる

ブランド力強化とシェア拡大に向けたプロモーションを実施いたしました。また、新たな無糖茶ブランドとし

て、南米諸国で広く愛飲されている「マテ茶」に着目した「太陽のマテ茶」を発売いたしました。また、「い・

ろ・は・す」については、日本全国の水資源を守るエコ・アクションとして、2012年３月より「い・ろ・は・

す“地元の水”応援プロジェクト」を始動いたしました。 

エリア戦略におきましては、2010年より展開しております東海地方の元気を応援する「でら！ジョージア」プ

ロジェクトで、新たに「ジョージア でら！珈琲 ほんのり甘いブラック」を東海地方限定で発売し、ジョージア

ラインナップの強化を図りました。また、当社最大のマーケットである神奈川県において、Ｊリーグチームの横

浜Ｆ・マリノスとタイアップした自販機を展開するなど、地域に密着した販売活動を行いました。 

組織体制におきましては、2012年１月より営業企画統括部に「販売計画チーム」を新たに設置し、商品の安定

供給に向けた需要予測精度の向上を図りました。 

 このような活動の結果、当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は前年同期比2.5％増の408

億94百万円となりましたが、販売費の増加等の影響もあり、営業損失は９億33百万円（前年同期の営業損失は５

億89百万円）、経常損失は10億49百万円（前年同期の経常損失は８億69百万円）、四半期純損失は８億19百万円

(前年同期の四半期純損失は９億94百万円)となりました。 

 なお、当社グループにおいては、飲料事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略してお

ります。  

      

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第１四半期連結会計期間末の資産の部は、1,101億31百万円となり、前連結会計年度末に比べ45億87百万円減

少しました。これは主として、受取手形及び売掛金や有価証券、商品及び製品が減少したこと等によるものであり

ます。 

  負債の部については、243億66百万円となり、前連結会計年度末に比べ31億20百万円減少しました。これは主と

して、買掛金が減少したこと等によるものであります。 

 純資産の部については、857億65百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億66百万円減少しました。これは主

として、利益剰余金が減少したこと等によるものであります。  

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

今後の見通しにつきましては、清涼飲料市場における原材料・資材価格の高騰や市場の低価格化などの不安要

素が多く、厳しい経営環境が続くものと予想されます。 

このような状況下、当社グループは地域に密着した営業活動を展開し、各チャネルにおいて消費者ニーズに対

応した商品展開を行い、最盛期に向けて市場シェアと売上高・利益の拡大を図ってまいります。 

  当第１四半期連結累計期間の業績は、前述の「（１）連結経営成績に関する定性的情報」に記載のとおり推移し

ており、第２四半期連結累計期間および通期の連結業績見通しにつきましては、平成24年２月13日の決算短信発表

時に公表いたしました業績予想に変更ございません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。   

   

  （２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

  

 （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計方針の変更） 

 当第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成

22年６月30日）および「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 

平成22年６月30日）を適用しております。 

 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に当たり、一定期間の勤務後に権利が確定するストッ

ク・オプションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプション

の公正な評価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。 

  

 （４）追加情報  

  （会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更

及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）および「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しており

ます。  

   

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（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23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,794 5,762

受取手形及び売掛金 14,241 13,162

有価証券 16,000 13,000

商品及び製品 6,973 5,711

原材料及び貯蔵品 477 492

その他 5,432 6,110

貸倒引当金 △28 △23

流動資産合計 48,891 44,216

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 14,860 14,684

販売機器（純額） 14,209 14,754

土地 18,684 18,688

その他（純額） 6,513 6,430

有形固定資産合計 54,268 54,557

無形固定資産 1,420 1,412

投資その他の資産   

その他 10,251 10,057

貸倒引当金 △112 △111

投資その他の資産合計 10,139 9,946

固定資産合計 65,827 65,915

資産合計 114,719 110,131

負債の部   

流動負債   

買掛金 9,988 7,478

未払法人税等 795 188

役員賞与引当金 38 －

環境対策引当金 2 2

その他 11,230 11,413

流動負債合計 22,056 19,083

固定負債   

退職給付引当金 2,717 2,697

役員退職慰労引当金 47 46

環境対策引当金 77 77

その他 2,587 2,461

固定負債合計 5,431 5,283

負債合計 27,487 24,366
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,499 6,499

資本剰余金 24,815 24,805

利益剰余金 56,998 55,385

自己株式 △1,209 △1,162

株主資本合計 87,104 85,528

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 69 210

その他の包括利益累計額合計 69 210

新株予約権 58 26

純資産合計 87,231 85,765

負債純資産合計 114,719 110,131
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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23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 39,903 40,894

売上原価 24,261 24,947

売上総利益 15,641 15,946

販売費及び一般管理費 16,231 16,880

営業損失（△） △589 △933

営業外収益   

受取利息 13 8

受取配当金 4 4

受取賃貸料 31 31

廃棄有価物売却益 19 25

雑収入 6 24

営業外収益合計 74 95

営業外費用   

支払利息 5 3

持分法による投資損失 318 172

株式費用 9 11

雑損失 21 22

営業外費用合計 355 210

経常損失（△） △869 △1,049

特別利益   

固定資産売却益 0 －

貸倒引当金戻入額 12 －

特別利益合計 13 －

特別損失   

固定資産除売却損 82 111

投資有価証券評価損 2 12

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 187 －

災害による損失 228 －

その他 24 －

特別損失合計 525 123

税金等調整前四半期純損失（△） △1,381 △1,172

法人税、住民税及び事業税 130 147

法人税等調整額 △517 △500

法人税等合計 △387 △353

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △994 △819

四半期純損失（△） △994 △819
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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23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △994 △819

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △33 140

その他の包括利益合計 △33 140

四半期包括利益 △1,027 △678

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,027 △678

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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販売数量の状況（平成24年１月１日～平成24年３月31日） 

＜パッケージ別販売数量＞                            （単位：千函、％） 

※食品は除く  

   

＜炭酸・非炭酸、主要ブランド別販売数量＞                    （単位：千函、％） 

※食品は除く  

   

４．補足情報

 項 目     
前年同四半期 

（自 平成23年１月１日 
至 平成23年３月31日）

当第１四半期 
（自 平成24年１月１日 
至 平成24年３月31日） 

増減率 

     リターナブルボトル     216  233       7.9

 ワンウェイボトル     14  27  92.9

 ～350ml     1,747  1,923  10.1

 ～500ml    3,847  3,876  0.8

 ～1,000ml     192  149  △22.4

 ～1,500ml     1,313  1,330  1.3

 ～2,000ml     2,304  2,525  9.6

 ペットボトル計     9,403  9,803  4.3

 ～160ml    138  117 △15.2

 ～250ml     3,132  3,104  △0.9

 ～350ml     589  602  2.2

 ～500ml     78  100  28.2

 ボトル缶     436  581  33.3

 缶 計     4,373  4,504  3.0

 ポストミックス     4,865  5,454  12.1

 シロップ     242  239  △1.2

 パウダー    1,081  1,026 △5.1

 カップ計     1,323  1,265  △4.4

 その他パッケージ     1,538  1,520  △1.2

 合 計     21,732  22,806  4.9

 項 目     
前年同四半期 

（自 平成23年１月１日 
至 平成23年３月31日）

当第１四半期 
（自 平成24年１月１日 
至 平成24年３月31日） 

増減率 

 コカ・コーラ     4,027  4,342  7.8

  （内訳）コカ・コーラ    3,046  3,286 7.9

       コカ・コーラゼロ   872  991 13.6

          ゼロフリー他    109  65 △40.4

 ファンタ    1,467  1,690 15.2

 カナダドライ    525  438 △16.6

 スプライト    20  17  △15.0

 リアルゴールド     283  319  12.7

 その他     46  100  117.4

 炭酸飲料計     6,368  6,906  8.4

 ジョージア      4,886  5,012  2.6

 アクエリアス     1,639  1,414  △13.7

 爽健美茶     1,486  1,250  △15.9

 綾鷹／はじめ     850  1,378  62.1

 煌     758  823  8.6

 Ｑｏｏ／ハイシー     776  661  △14.8

 紅茶花伝     866  905  4.5

 ミニッツメイド     961  1,248  29.9

 い・ろ・は・す/森の水    1,325  1,311  △1.1

 からだ巡茶    98  89  △9.2

 その他    1,719  1,809  5.2

 非炭酸飲料計     15,364  15,900  3.5

 合 計     21,732  22,806  4.9
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