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 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。  

    ２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。 

    ３．記載金額は、千円未満を切捨てによって表示しております。なお、１株当たり情報については小数点第３位

を四捨五入によって表示しております。 

    ４．売上高は消費税等抜きで表示しております。 

    ５．第33期第１四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。  

 当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第33期

第１四半期連結 
累計期間 

第34期
第１四半期連結 

累計期間 
第33期

会計期間 
自平成22年４月１日
至平成22年６月30日 

自平成23年４月１日
至平成23年６月30日 

自平成22年４月１日
至平成23年３月31日 

売上高（千円）  6,039,722  7,289,287  27,051,444

経常利益（千円）  259,091  968,858  3,484,913

四半期（当期）純利益（千円）  13,666  481,525  1,716,031

四半期包括利益又は包括利益 

（千円） 
 △303,138  810,956  362,804

純資産額（千円）  41,148,452  41,351,527  41,177,138

総資産額（千円）  51,426,852  49,743,269  50,793,661

１株当たり 

四半期（当期）純利益金額（円） 
 0.43  15.13  53.91

潜在株式調整後１株当たり 

四半期（当期）純利益金額（円） 
 －  －  －

自己資本比率（％）  79.55  82.66  80.63

２【事業の内容】
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当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

  

  

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

  

(1) 業績の状況 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災による被害、及び

電力供給の成約によって大きく影響を受け、企業の経済活動が著しく低下いたしました。 

かかる状況のもと、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の自覚を持ち、当社のモットー

である「食の安全」「健康」「おいしさ」を全世界に広めるべく、地球規模での事業展開を推進してまいりまし

た。 

このような事業活動の結果、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は7,289百万円（前年同期比1,249百万円

増）となりました。 

また、当第１四半期連結累計期間の連結経常利益は968百万円（前年同期比709百万円増）、当第１四半期連結累

計期間の四半期純利益は481百万円（前年同期比467百万円増） となりました。 

   

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第１四半期連結累計期間において、対処すべき課題について重要な変更はありません。 

  

(3) 研究開発活動 

当社グループの国内の研究開発活動は技術開発部で行なっており、主要研究活動はユーザーの要望に応じた各種

調味料、スープ類の試作およびテクニカルサービスと、当社企画製品開発及び新素材の調味料の基礎研究です。 

なお、当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は78,092千円であります。 

  

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

２【経営上の重要な契約等】

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。   

  

 該当事項はありません。 

  

 当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

  

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  130,000,000

計  130,000,000

種類 
第１四半期会計期間末現
在発行数（株） 
（平成23年６月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成23年８月５日） 

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名 

内容

普通株式  32,808,683  32,808,683
東京証券取引所 

（市場第１部） 
単元株式数100株 

計  32,808,683  32,808,683 － － 

（２）【新株予約権等の状況】

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（４）【ライツプランの内容】

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額 

（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成23年４月１日～ 

平成23年６月30日  
 －  32,808,683  －  7,095,096  －  7,833,869

（６）【大株主の状況】
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①【発行済株式】 

 当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成23年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

 （注） 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,400株（議決権の数14個）含まれ

ております。 

②【自己株式等】 

  

 該当事項はありません。  

  

  

  

  

（７）【議決権の状況】

  平成23年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式         980,200 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式       31,717,900  317,179 － 

単元未満株式 普通株式         110,583 － － 

発行済株式総数  32,808,683 － － 

総株主の議決権 －  317,179 － 

  平成23年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

（自己保有株式） 

アリアケジャパン㈱ 

東京都渋谷区恵比寿南

三丁目２番17号 
 980,200  －  980,200  2.99

計 －  980,200  －  980,200  2.99

２【役員の状況】
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。）に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結会計期間（平成23年４月１日から

平成23年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年６月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について優成監査法人による四半期レビューを受けております。 

  

第４【経理の状況】
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１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,669,131 9,767,113

受取手形及び売掛金 5,557,621 5,678,093

有価証券 1,003,890 －

商品及び製品 1,870,095 2,183,240

仕掛品 575,966 610,292

原材料及び貯蔵品 1,540,186 1,630,761

繰延税金資産 149,519 149,580

その他 249,032 306,689

貸倒引当金 △2,180 △2,817

流動資産合計 21,613,265 20,322,954

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 19,142,482 19,467,617

減価償却累計額 △7,866,374 △8,074,428

建物及び構築物（純額） 11,276,107 11,393,189

機械装置及び運搬具 20,106,904 20,465,767

減価償却累計額 △14,443,995 △14,800,554

機械装置及び運搬具（純額） 5,662,909 5,665,212

土地 4,406,829 4,425,507

リース資産 6,100 27,160

減価償却累計額 △1,101 △1,706

リース資産（純額） 4,998 25,454

建設仮勘定 356,820 505,740

その他 798,523 809,106

減価償却累計額 △715,495 △727,041

その他（純額） 83,027 82,065

有形固定資産合計 21,790,693 22,097,168

無形固定資産 101,096 102,143

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  5,842,185 ※1  5,783,872

長期貸付金 229,570 206,778

投資不動産（純額） 545,430 543,998

繰延税金資産 137,309 153,922

その他 534,185 532,506

貸倒引当金 △75 △75

投資その他の資産合計 7,288,606 7,221,003

固定資産合計 29,180,396 29,420,314

資産合計 50,793,661 49,743,269
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,764,302 2,825,480

短期借入金 2,286,280 1,161,714

リース債務 929 5,495

未払法人税等 926,314 532,398

賞与引当金 165,441 53,778

役員賞与引当金 56,000 －

その他 1,851,440 2,223,582

流動負債合計 8,050,709 6,802,449

固定負債   

長期借入金 407,450 415,750

リース債務 4,456 21,831

繰延税金負債 41,796 42,397

退職給付引当金 569,054 563,449

役員退職慰労引当金 297,906 292,469

その他 245,150 253,393

固定負債合計 1,565,814 1,589,291

負債合計 9,616,523 8,391,741

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 29,505,058 29,350,015

自己株式 △2,059,110 △2,059,110

株主資本合計 42,374,913 42,219,870

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 327,657 295,030

為替換算調整勘定 △1,746,043 △1,397,760

その他の包括利益累計額合計 △1,418,385 △1,102,729

少数株主持分 220,611 234,386

純資産合計 41,177,138 41,351,527

負債純資産合計 50,793,661 49,743,269
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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：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 6,039,722 7,289,287

売上原価 4,182,986 5,054,742

売上総利益 1,856,735 2,234,544

販売費及び一般管理費 ※1  1,098,168 ※1  1,252,228

営業利益 758,566 982,316

営業外収益   

受取利息 8,108 16,322

受取配当金 30,754 44,747

受取家賃 7,636 7,899

デリバティブ評価益 － 111,686

その他 67,358 26,537

営業外収益合計 113,857 207,192

営業外費用   

支払利息 15,776 10,571

為替差損 181,084 203,321

デリバティブ評価損 404,023 －

その他 12,448 6,756

営業外費用合計 613,333 220,650

経常利益 259,091 968,858

特別損失   

投資有価証券評価損 524 10,344

特別損失合計 524 10,344

税金等調整前四半期純利益 258,566 958,514

法人税等 242,174 470,867

少数株主損益調整前四半期純利益 16,392 487,646

少数株主利益 2,725 6,120

四半期純利益 13,666 481,525
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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：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 16,392 487,646

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △109,984 △32,627

為替換算調整勘定 △209,546 355,937

その他の包括利益合計 △319,531 323,310

四半期包括利益 △303,138 810,956

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △308,223 797,181

少数株主に係る四半期包括利益 5,084 13,775
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 当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び前第１四半期連結累計期間に係る四半期

連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除

く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。 

  

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

  
当第１四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年６月30日） 

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。  

【追加情報】

当第１四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年６月30日） 

（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）及び「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。 

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成23年３月31日） 

当第１四半期連結会計期間 
（平成23年６月30日） 

※１．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。 

※１．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。 

   投資有価証券（株式） 28,202千円    投資有価証券（株式） 28,202千円 

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年６月30日） 

※１．一般管理費に含まれる研究開発費 ※１．一般管理費に含まれる研究開発費 

  75,529千円   78,092千円 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  
前第１四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年６月30日） 

減価償却費 千円 459,811 千円 436,348

のれんの償却額  4,915  －
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Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

１．配当に関する事項 

 配当金支払額 

  

２．株主資本の金額の著しい変動 

 該当事項はありません。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

１．配当に関する事項 

 配当金支払額 

  

２．株主資本の金額の著しい変動 

 該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

当社グループは、天然調味料事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。     

                           

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日） 

当社グループは、天然調味料事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

 １株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

    該当事項はありません。  

  

  該当事項はありません。 

（株主資本等関係）

（決議） 

株式の種類 
配当金の総額

（千円） 

１株当たり

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成22年６月18日 

定時株主総会 
普通株式 636,580 20.00  平成22年３月31日  平成22年６月21日 利益剰余金 

（決議） 

株式の種類 
配当金の総額

（千円） 

１株当たり

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成23年６月17日 

定時株主総会 
普通株式  636,568  20.00  平成23年３月31日  平成23年６月20日 利益剰余金 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

（１株当たり情報）

  
前第１四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年６月30日） 

 １株当たり四半期純利益金額 円 銭 0 43 円 銭 15 13

（算定上の基礎）     

四半期純利益金額（千円）  13,666  481,525

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円）  13,666  481,525

普通株式の期中平均株式数（千株）  31,829  31,828

（重要な後発事象）

２【その他】
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 該当事項はありません。 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成23年８月４日

アリアケジャパン株式会社 

取  締  役  会  御 中 

優 成 監 査 法 人 

  
指 定 社 員
業務執行社員  公認会計士 加藤 善孝  

  
指 定 社 員
業務執行社員  公認会計士 小松 亮一  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているアリアケジャパ

ン株式会社の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成23年４月１日

から平成23年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年６月30日まで）に係る四半期

連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について

四半期レビューを行った。  

  

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表

を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  

監査人の責任 

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。  

 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。  

 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。  

  

監査人の結論   

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、アリアケジャパン株式会社及び連結子会社の平成23年６月30日現在の

財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべ

ての重要な点において認められなかった。  

  

利害関係  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。  

  

以 上 

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。 

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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