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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(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 ％

22年3月期第1四半期 5,008 △1.3 574 △28.3 713 16.2 305 7.1
21年3月期第1四半期 5,072 ― 801 ― 613 ― 285 ―

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

22年3月期第1四半期 9.61 ―

21年3月期第1四半期 8.97 ―

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

22年3月期第1四半期 49,864 41,580 82.9 1,298.44
21年3月期 49,247 41,308 83.4 1,290.55

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  41,328百万円 21年3月期  41,077百万円

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

21年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

20.00 ― 20.00 40.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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

11,534 7.6 1,355 6.7 1,338 126.4 611 387.5 19.20

通期 26,089 20.0 3,578 23.8 3,522 92.4 1,861 135.8 58.47
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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  有  
（注）詳細は、４ページ「定性的情報・財務諸表等」４．その他をご覧ください。 

(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） 

(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の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およ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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 32,808,683株 21年3月期  32,808,683株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  979,401株 21年3月期  979,122株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 31,829,332株 21年3月期第1四半期 31,830,594株
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当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日～平成21年６月30日）におけるわが国経済は、前年度から続く世界

的な景気後退の影響が残る中、設備投資が減少し企業収益は低迷いたしました。 

食品業界においても、上記を背景とした個人の生活防衛意識の高まりから、一般消費者の購買意欲が冷え込むな

ど、厳しい経営環境下に置かれました。 

このような状況のもと、当社グループは天然調味料のリーディングカンパニーとして既存事業の拡大と新規事業の

積極的な展開を図り、また「食の安全」と「高品質」にこだわりつつ、収益増大に努めました。 

当社がベルギーとフランスに設立した欧州子会社２社の工場は昨年稼働を開始し、これまで当社が培ってきた技術

と経験に基づいた製品を欧州において拡販するとともに、欧州特有の高品質で安価な原料を用いた新製品を日本に紹

介することにより、新たなビジネスの機会を創出しております。 

このような諸施策の結果、当第１四半期連結会計期間の経営成績は以下のとおりとなりました。 

まず売上高は、当社（アリアケジャパン㈱）は顧客ニーズを先取りする施策を進めて拡販に努めましたが、消費の

低迷から前年同期比若干減の4,456百万円となりました。 

一方、連結売上高は、海外子会社の売上が前年比10％減少したことから、前年同期比で1.3％減少して5,008百万円

となりました。 

次に経常利益は、当社はエネルギーコストが安定したこと及び輸入取引の為替変動をヘッジする目的で契約してい

るデリバティブ取引の評価損益が改善（前期31百万円の評価損、今期63百万円の評価益）したこともあり、前年同期

比157百万円増加（前年同期比20.0％増）の943百万円となりました。 

連結経常利益は、主として当社の利益増により前年同期比99百万円増加（前年同期比16.2％増）713百万円となり

ました。 

四半期純利益につきましては、当社は538百万円（前年同期比78百万円増）、連結四半期純利益は305百万円（前年

同期比20百万円増）となりました。  

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、有形固定資産の増加等を背景として、前連結会計年度末に比べ617百万

円増加し、49,864百万円となりました。 

負債は、仕入債務の増加等の結果、前連結会計年度末に比べ344百万円増加し、8,284百万円となりました。 

純資産は、主として評価・為替換算差額等の減少額が減ったため、前連結会計年度末に比べ272百万円増加し、

41,580百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、主として法人税等の支払額の減少、売上債権が減少したこと等により908

百万円（前年同期比345百万円増）となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、主として設備投資を実施した結果775百万円（前年同期比423百万円増）と

なりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、主として配当金支払により561百万円（前年同期比238百万円増）となりま

した。 

以上の結果、当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、7,789百万円（前年連結会計年度末比

420百万円減）となりました。  

  

当期の業績については、現時点では平成21年５月14日開示の数値から変更ありません。 

  

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

３．連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

 ①固定資産の減価償却の方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出する方法

によっております。 

②棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

③税金費用の計算 

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果

会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま

す。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

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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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,789,064 12,209,823

受取手形及び売掛金 4,208,563 4,551,662

有価証券 － 87,470

商品及び製品 1,621,090 1,439,447

仕掛品 501,009 442,564

原材料及び貯蔵品 1,916,849 1,889,528

繰延税金資産 105,499 105,499

その他 382,899 169,686

貸倒引当金 △10,586 △10,022

流動資産合計 20,514,389 20,885,660

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 18,913,735 17,695,650

減価償却累計額 △6,831,847 △6,569,131

建物及び構築物（純額） 12,081,888 11,126,518

機械装置及び運搬具 19,874,063 19,373,308

減価償却累計額 △13,115,902 △12,762,939

機械装置及び運搬具（純額） 6,758,161 6,610,368

土地 4,507,563 4,499,335

建設仮勘定 1,468,260 2,365,977

その他 830,054 806,823

減価償却累計額 △707,890 △693,056

その他（純額） 122,163 113,767

有形固定資産合計 24,938,037 24,715,967

無形固定資産 83,841 88,427

投資その他の資産   

投資有価証券 2,665,388 2,035,486

長期貸付金 437,567 90,009

投資不動産（純額） 555,869 557,386

繰延税金資産 90,686 291,678

その他 579,230 583,382

貸倒引当金 △265 △265

投資その他の資産合計 4,328,477 3,557,678

固定資産合計 29,350,356 28,362,072

資産合計 49,864,745 49,247,733
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,918,463 1,799,221

短期借入金 2,646,876 2,447,666

未払法人税等 432,113 231,125

賞与引当金 48,529 146,800

役員賞与引当金 － 59,700

その他 1,928,190 1,916,545

流動負債合計 6,974,173 6,601,059

固定負債   

退職給付引当金 572,560 584,751

役員退職慰労引当金 269,522 280,355

繰延税金負債 98,796 98,796

その他 369,299 374,535

固定負債合計 1,310,179 1,338,438

負債合計 8,284,352 7,939,498

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,095,096 7,095,096

資本剰余金 7,833,869 7,833,869

利益剰余金 28,710,980 29,041,642

自己株式 △2,058,105 △2,057,727

株主資本合計 41,581,840 41,912,879

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 374,350 70,337

為替換算調整勘定 △627,624 △905,512

評価・換算差額等合計 △253,274 △835,175

少数株主持分 251,828 230,531

純資産合計 41,580,393 41,308,234

負債純資産合計 49,864,745 49,247,733
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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：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 5,072,105 5,008,636

売上原価 3,306,403 3,442,664

売上総利益 1,765,702 1,565,972

販売費及び一般管理費 963,848 991,368

営業利益 801,853 574,604

営業外収益   

受取利息 9,978 12,484

受取配当金 26,066 28,799

受取家賃 6,989 7,597

為替差益 20,231 －

有価証券売却益 17,924 14,803

デリバティブ評価益 － 63,341

その他 47,684 67,704

営業外収益合計 128,874 194,730

営業外費用   

支払利息 29,556 6,352

為替差損 － 16,603

デリバティブ評価損 31,375 －

海外新事業費用 233,549 13,961

その他 22,363 18,814

営業外費用合計 316,843 55,731

経常利益 613,884 713,603

特別利益   

固定資産売却益 1,784 －

特別利益合計 1,784 －

税金等調整前四半期純利益 615,669 713,603

法人税等 332,853 406,353

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,821 1,319

四半期純利益 285,637 305,929
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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利益 615,669 713,603

減価償却費 485,053 478,508

のれん償却額 4,915 4,915

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,375 564

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,690 △12,190

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,237 △10,833

賞与引当金の増減額（△は減少） △97,839 △98,270

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △59,700 △59,700

受取利息及び受取配当金 △36,044 △41,283

支払利息 29,556 6,352

為替差損益（△は益） △12,605 26,208

有価証券売却損益（△は益） △17,924 △14,803

有価証券評価損益（△は益） 2,579 －

売上債権の増減額（△は増加） 356,256 372,578

たな卸資産の増減額（△は増加） △396,468 △228,636

仕入債務の増減額（△は減少） △23,054 113,309

その他 322,394 △179,343

小計 1,167,958 1,070,979

利息及び配当金の受取額 36,044 41,283

利息の支払額 △29,556 △6,352

法人税等の支払額 △611,074 △197,241

営業活動によるキャッシュ・フロー 563,372 908,669

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △300,620 －

有価証券の売却による収入 296,861 102,273

有形固定資産の取得による支出 △347,527 △404,113

有形固定資産の売却による収入 1,934 －

投資有価証券の取得による支出 － △124,897

貸付けによる支出 △3,301 △350,150

貸付金の回収による収入 1,554 1,634

その他 △1,092 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △352,190 △775,253

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 120,574 39,602

自己株式の取得による支出 △246 △377

配当金の支払額 △444,017 △601,141

財務活動によるキャッシュ・フロー △323,689 △561,916

現金及び現金同等物に係る換算差額 △30,022 7,741

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △142,530 △420,759

現金及び現金同等物の期首残高 11,620,276 8,209,823

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,477,746 7,789,064
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

各種天然調味料の製造、販売事業の売上高および営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計および営

業利益の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、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４月１日 至平成21年６月30日） 

各種天然調味料の製造、販売事業の売上高および営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計および営

業利益の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、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。 

  

  

 前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

  

 当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

   （注）１．国または地域の区分は、経済活動の類似性によっております。 

   ２．本邦以外の区分に属する主な国または地域 

   その他の地域 … 米国、中華人民共和国、中華民国、フランス共和国、ベルギー王国  

  

（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〕

  日本
（千円） 

その他の地域
（千円） 

計
(千円) 

消去又は全社 
(千円) 

連結
(千円) 

売上高           

(1) 外部顧客に対する売上高  4,576,589  495,516  5,072,105  －  5,072,105

(2) セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 6,621  254,054  260,675  (260,675)  －

計  4,583,210  749,570  5,332,781  (260,675)  5,072,105

営業利益（又は営業損失）  780,295  (27,204)  753,091  48,762  801,853

  日本
（千円） 

その他の地域
（千円） 

計
(千円) 

消去又は全社 
(千円) 

連結
(千円) 

売上高           

(1) 外部顧客に対する売上高  4,535,071  473,565  5,008,636  －  5,008,636

(2) セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 2,467  214,279  216,746  (216,746)  －

計  4,537,538  687,844  5,225,383  (216,746)  5,008,636

営業利益（又は営業損失）  837,002  (251,792)  585,210  (88,573)  574,604
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 前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

 （注）１．国または地域は、地理的接近度により区分しております。 

 ２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりです。  

  (1) 北米 … 米国 

  (2) アジア … 中華人民共和国（香港含む）、中華民国、大韓民国 

 ３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

  

 当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

  海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

 該当事項はありません。 

   

〔海外売上高〕

  北米 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  157,711  359,548  517,260

Ⅱ 連結売上高（千円）  －      －  5,072,105

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 3.1  7.1    10.2

（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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