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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

　当社（以下「ＣＣＷ」といいます。）は、平成28年９月30日開催の取締役会において、平成29年４月１日を効力発生

日（予定）として、株式交換および吸収分割を併用することにより、コカ・コーライーストジャパン株式会社（以下

「ＣＣＥＪ」といいます。）との経営統合（以下「本経営統合」といいます。）を行うため、同社との間で統合契約お

よびＣＣＷを株式交換完全親会社とし、ＣＣＥＪを株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいま

す。）に係る株式交換契約を締結すること、ならびに、本経営統合に際して持株会社体制へ移行するため、ＣＣＷの

100％出資子会社として設立する新ＣＣＷ設立準備株式会社（以下「新ＣＣＷ」といいます。）に、ＣＣＷのグループ

経営管理事業および資産管理事業を除く一切の事業に関する権利義務を承継させる吸収分割（以下「本会社分割」とい

います。）を行う旨を承認し、統合契約および株式交換契約を締結したこと、ならびに、本株式交換および本会社分割

に伴い、ＣＣＷの特定子会社および主要株主の異動が生じることとなることから、金融商品取引法第24条の５第４項お

よび企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号、第４号、第６号の２および第７号の規定に基づき、臨時

報告書を提出いたしました。

　このたび、平成28年10月27日付で新ＣＣＷが設立され、本日、ＣＣＷと新ＣＣＷとの間で本会社分割に係る吸収分割

契約が締結されたことにより、上記臨時報告書の記載事項のうち、未確定事項の一部が確定しましたので、金融商品取

引法第24条の５第５項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】

Ⅱ．吸収分割

（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号に基づく報告）

(1）吸収分割（本会社分割）の相手会社についての事項

①　商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

②　最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

③　大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合（予定）

④　提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

(3）当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容

③　その他の吸収分割契約の内容

(5）当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資

産の額、総資産の額及び事業の内容

Ⅲ．特定子会社の異動

（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号に基づく報告）

(1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容（新たに特定子会社と

なる会社）

②　本会社分割によるもの

(2）当該異動の前後における当該提出会社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株

主等の議決権に対する割合

②　本会社分割によるもの（新ＣＣＷ）

 

３【訂正内容】

　訂正箇所は＿＿＿（下線）を付して表示しております。
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Ⅱ．吸収分割

（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号に基づく報告）

(1）吸収分割（本会社分割）の相手会社についての事項

①　商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

　　（訂正前）

商号 新ＣＣＷ設立準備株式会社

本店の所在地 福岡県福岡市東区箱崎七丁目９番66号

代表者の氏名 代表取締役社長　　吉松　民雄

資本金の額 100百万円

純資産の額 現時点では確定しておりません。

総資産の額 現時点では確定しておりません。

事業の内容 飲料・食品の製造、販売事業

　（注）　上記会社は、平成28年10月27日に設立予定であります。

 

　　（訂正後）

商号 新ＣＣＷ設立準備株式会社

本店の所在地 福岡県福岡市東区箱崎七丁目９番66号

代表者の氏名 代表取締役社長　　吉松　民雄

資本金の額 100百万円

純資産の額 100百万円

総資産の額 100百万円

事業の内容 飲料・食品の製造、販売事業

　※　注の削除

 

②　最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

　　（訂正前）平成28年10月27日に設立予定であり、該当事項はありません。

 

　　（訂正後）平成28年10月27日に設立されたことから、該当事項はありません。

 

③　大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合（予定）

　　（訂正前）

③　大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合（予定）

大株主の名称 発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

コカ・コーラウエスト株式会社 100.00％

 

　　（訂正後）

③　大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合　※（予定）の削除

大株主の名称 発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

コカ・コーラウエスト株式会社 100.00％
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④　提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

　　（訂正前）

資本関係 ＣＣＷ100％出資の子会社として設立される予定です。

人的関係 ＣＣＷより取締役を派遣する予定です。

取引関係 営業を開始していないため、ＣＣＷとの取引関係はありません。

 

　　（訂正後）

資本関係 ＣＣＷ100％出資の子会社として設立されました。

人的関係 ＣＣＷより取締役および監査役を派遣しております。

取引関係 営業を開始していないため、ＣＣＷとの取引関係はありません。

 

(3）当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容

③　その他の吸収分割契約の内容

　　（訂正前）

　本会社分割に係る吸収分割契約は、平成28年10月31日に締結する予定であります。

 

　　（訂正後）

　ＣＣＷが新ＣＣＷとの間で、平成28年10月31日に締結した吸収分割契約書の内容は、以下のとおりでありま

す。

 

吸収分割契約書

 

　コカ・コーラウエスト株式会社（本効力発生日（第２条に定義される。以下同じ。）付で商号をコカ・コーラボトラー

ズジャパン株式会社に変更予定。住所：福岡県福岡市東区箱崎七丁目９番66号、以下「甲」という。）と、新ＣＣＷ設立

準備株式会社（本効力発生日付で商号をコカ・コーラウエスト株式会社に変更予定。住所：福岡県福岡市東区箱崎七丁目

９番66号、以下「乙」という。）とは、甲のグループ経営管理事業及び資産管理事業を除く一切の事業（以下「本件事

業」という。）の吸収分割（以下「本会社分割」という。）に関し、次のとおり吸収分割契約（以下「本契約」とい

う。）を締結する。

 

第１条　（会社分割の方法）

　甲は、本契約に従い、吸収分割の方法により、本件事業に関して有する権利義務を分割して乙に承継させ、乙は、こ

れを承継する。

 

第２条　（会社分割の効力発生日）

　本会社分割の効力発生日は、平成29年４月１日（以下「本効力発生日」という。）とする。ただし、本会社分割の手

続進行上の必要性その他の事由により、甲乙協議のうえ、これを変更することができる。また、本会社分割の効力の発

生は、甲を株式交換完全親会社とし、コカ・コーライーストジャパン株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換

（以下「本株式交換」という。）の効力が発生していることを停止条件とする。

 

第３条　（金銭等の交付）

　乙は、甲に対し、本会社分割に際して、乙の株式その他の金銭等を交付しない。

 

第４条　（資本金及び準備金の額に関する事項）

　乙は、本会社分割によりその資本金及び準備金を一切増加させない。

 

第５条　（株主総会の承認）

　甲は、平成29年３月22日に株主総会を開催し、本契約の承認を求める。なお、乙は、会社法第796条第１項の定めに

従い、株主総会の承認を得ることなく本会社分割を行う。
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第６条　（権利義務の承継）

１．甲は、別紙「承継権利義務明細表」に記載する資産、負債及び債務、契約上の地位及びこれに付随する権利義務並

びに雇用契約その他権利義務を、本効力発生日において乙に承継させ、乙はこれを承継する。

２．本会社分割による甲から乙に対する債務の承継は、すべて重畳的債務引受の方法によるものとし、内部的には乙が

全額を負担するものとする。

 

第７条　（会社財産の管理等）

　甲及び乙は、本契約締結後本効力発生日に至るまで、善良なる管理者としての注意をもって、それぞれ通常の業務執

行の方法・範囲で自らの業務執行並びに財産の管理及び運営を行い、その財産状態、経営成績、事業若しくは権利義務

に重大な影響を及ぼすおそれのある行為を行うとする場合には、あらかじめ甲乙協議し合意の上、これを行う。

 

第８条　（競業避止義務）

　甲は、本会社分割の効力が生じた後においても、乙が承継する本件事業と競合する事業を行うことができるものとす

る。

 

第９条　（事情変更）

　本契約締結後、本効力発生日に至るまでの間において、天災地変その他の事由により、甲又は乙の資産若しくは経営

状態に重要な変動を生じたときは、甲乙協議のうえ、本会社分割の条件を変更するか又は本契約を解除することができ

る。

 

第10条　（契約の効力）

　本契約は、以下の各号のいずれかに該当する場合、効力を失う。

(1）本効力発生日の前日までの間に、本会社分割につき甲の株主総会の承認が得られなかった場合。

(2）本効力発生日の前日までの間に、法令（外国の法令を含む。）に基づき、本会社分割に関し必要な関係官庁等から

の承認等の取得、又は関係官庁等に対する届出手続が完了しない場合。

(3）本件効力発生日の前日までの間に、甲又はコカ・コーライーストジャパン株式会社の株主総会にて、本株式交換に

係る株式交換契約の承認が得られなかった場合。

(4）本効力発生日の前日までの間に、本条第３号に記載の株式交換契約が解除その他により効力を失った場合。

 

第11条　（準拠法及び合意管轄裁判所）

　本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。本契約の履行及び解釈に関し紛争が生じたとき

は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 

第12条　（誠実協議）

　本契約に定めのない事項又は解釈に疑義が生じた事項については、本契約当事者間で誠意をもって協議のうえ、これ

を解決するものとする。

 

　本契約締結の証として、本契約書１通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、甲が原本を乙がその写しを保有する。

 

平成28年10月31日

 

甲：福岡県福岡市東区箱崎七丁目９番66号

コカ・コーラウエスト株式会社

代表取締役社長　　吉松　民雄

 

乙：福岡県福岡市東区箱崎七丁目９番66号

新ＣＣＷ設立準備株式会社

代表取締役社長　　吉松　民雄

 

EDINET提出書類

コカ・コーラウエスト株式会社(E00417)

訂正臨時報告書

5/8



別紙　「承継権利義務明細表」

承継権利義務明細表

 

　本効力発生日において乙が甲から承継する資産、負債及び債務、契約上の地位及びこれに付随する権利義務、雇用契約

その他権利義務は、以下の各項のとおりとする。

 

１．承継の対象となる資産

　本効力発生日の直前において甲が保有する一切の資産。但し、次の各号に掲げる資産は、甲のグループ経営管理事業

及び資産管理事業に係る資産として、本会社分割による承継の対象外とする。

(1）現預金の総額のうち８億円及び株式事務のための預金口座に係る預金

(2）甲が保有する土地、建物及び構築物（これらに附帯又は関連する資産を含む。）

(3）本効力発生日付で、甲が保有し又は取得する予定の以下の会社の株式

乙

キューサイ株式会社

コカ・コーライーストジャパン株式会社

(4）前各号に掲げる他、甲のグループ経営管理事業及び資産管理事業により生じるその他の流動資産及び固定資産（但

し、甲が保有する(3)に掲げる子会社以外の子会社株式及び関連会社株式を除く。）

 

２．承継の対象となる負債及び債務

　本効力発生日の直前において甲が負う一切の負債及び債務。但し、甲のグループ経営管理事業及び資産管理事業に係

る次の各号に掲げるものを除く。

(1）未払税金

(2）繰延税金負債

(3）前各号に掲げる他、甲のグループ経営管理事業及び資産管理事業により生じるその他の流動負債及び固定負債。

 

３．承継の対象となる契約上の地位等（４．に掲げるものを除く。）

　本効力発生日の直前において、甲が当事者となっている全ての契約における契約上の地位及びそれに付随する一切の

権利義務。但し、次の各号に掲げるものを除く。

(1）ザ　コカ・コーラカンパニー及び日本コカ・コーラ株式会社との間で締結したボトラー契約（これに附帯又は関連

する契約を含む。）。

(2）会計監査人との間で締結した契約（これに附帯又は関連する契約を含む。）。

(3）株主名簿管理人との間で締結した株主名簿管理人受託契約（これに附帯又は関連する契約を含む。）。

(4）金融機関との間で締結した株式事務のための預金口座に関する契約。

(5）証券会社との間で締結した一切の契約（これに附帯又は関連する契約を含む。）。但し、上場株式の取引等に係る

契約は除く。

(6）甲が発行する有価証券の株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所への上場に関連して締結した

上場契約（これらに附帯又は関連する契約を含む。）。

(7）役員賠償責任保険契約。

(8）乙に承継されない資産並びに負債及び債務に附帯又は関連する契約。

 

４．承継の対象となる雇用契約等

　本効力発生日の直前において、甲に在籍する者（出向している者、出向を受けている者、嘱託社員、契約社員および

パートタイマーを含む。）との間の雇用契約及びそれに付随する権利義務、並びに就業規則に規定されている労働条

件。なお、労働協約については、甲とコカ・コーラウエスト労働組合との間で締結している労働協約と同一内容の労働

協約が、本効力発生日において、乙と当該労働組合との間で締結されたものとみなす。

 

５．許認可等

　本効力発生日の直前において、本件事業に関して甲が取得している許可、認可、承認、登録、届出等のうち、法令上

承継可能なもの。

 

以　上
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(5）当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産

の額、総資産の額及び事業の内容

　　（訂正前）

商号 新ＣＣＷ設立準備株式会社

本店の所在地 福岡県福岡市東区箱崎七丁目９番66号

代表者の氏名 代表取締役社長　　吉松　民雄

資本金の額 100百万円

純資産の額 現時点では確定しておりません。

総資産の額 現時点では確定しておりません。

事業の内容 飲料・食品の製造、販売事業

　（注）　上記会社は、平成28年10月27日に設立予定であります。

 

　　（訂正後）

商号 新ＣＣＷ設立準備株式会社

本店の所在地 福岡県福岡市東区箱崎七丁目９番66号

代表者の氏名 代表取締役社長　　吉松　民雄

資本金の額 100百万円

純資産の額 現時点では確定しておりません。

総資産の額 現時点では確定しておりません。

事業の内容 飲料・食品の製造、販売事業

　※　注の削除
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Ⅲ．特定子会社の異動

（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号に基づく報告）

(1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容（新たに特定子会社とな

る会社）

②　本会社分割によるもの

　　（訂正前）

名称 新ＣＣＷ設立準備株式会社

住所 福岡県福岡市東区箱崎七丁目９番66号

代表者の氏名 代表取締役社長　　吉松　民雄

資本金の額 100百万円

事業の内容 飲料・食品の製造、販売事業

　（注）　上記会社は、平成28年10月27日に設立予定であります。

 

　　（訂正後）

名称 新ＣＣＷ設立準備株式会社

住所 福岡県福岡市東区箱崎七丁目９番66号

代表者の氏名 代表取締役社長　　吉松　民雄

資本金の額 100百万円

事業の内容 飲料・食品の製造、販売事業

　※　注の削除

 

(2）当該異動の前後における当該提出会社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主

等の議決権に対する割合

②　本会社分割によるもの（新ＣＣＷ）

　　（訂正前）

当該提出会社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前　　　　０個（うち、間接保有分０個）（新設会社であります。）

異動後　　　　１個（うち、間接保有分０個）

当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

異動前　　　0.00％（うち、間接保有分0.00％）（新設会社であります。）

異動後　　100.00％（うち、間接保有分0.00％）

 

　　（訂正後）

当該提出会社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前　　　　１個（うち、間接保有分０個）

異動後　　　　１個（うち、間接保有分０個）

当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

異動前　　100.00％（うち、間接保有分0.00％）

異動後　　100.00％（うち、間接保有分0.00％）

 

以　上
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