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１．平成 18年 9月中間期の連結業績（平成 18年 4月 1日～平成 18年 9月 30日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年 9月中間期 10,823 5.7 2,769 3.9 2,762 1.9

17年 9月中間期 10,235 7.0 2,665 7.0 2,711 8.6

18年 3月期 21,761 5,781 5,871

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％  円　　銭  円　　銭

18年 9月中間期 1,651 0.7 50 38 －  

17年 9月中間期 1,639 10.1 50 18 －  

18年 3月期 3,499 105 52 －  

(注)①持分法投資損益 18年 9月中間期 －百万円 17年 9月中間期 - 百万円 18年 3月期 ー百万円

②期中平均株式数 (連結) 18年 9月中間期 32,778,234株 17年 9月中間期 32,677,029株 18年 3月期 32,676,574株

③会計処理の方法の変更 　無

④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

18年 9月中間期 49,404 43,242 87.2 1,314 34

17年 9月中間期 44,536 39,473 88.6 1,204 18

18年 3月期 46,905 41,564 88.6 1,266 47

(注)期末発行済株式数（連結） 18年 9月中間期 32,778,074株 17年 9月中間期 32,780,745株 18年 3月期 32,778,777株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年 9月中間期 752 △5,370 △219 15,944

17年 9月中間期 1,350 △1,933 674 19,669

18年 3月期 4,195 △3,670 △29 20,335

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数　６社 持分法適用非連結子会社数　－社 持分法適用関連会社数　－社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規）　１社 （除外）　－社 持分法（新規）　－社 （除外）　－社

２．平成19年 3月期の連結業績予想（平成 18年 4月 1日～平成 19年 3月 31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 23,500 5,370 3,150

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　94円54銭（予想年間期中平均株式数による）

※　上記の予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。実

際の業績は、予想数値と異なる可能性があります。

なお、上記予想に関わる事項は、添付資料の11ページをご参照下さい。
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１．企業集団の状況

企業集団の概況

　当社グループ（当社および連結子会社）は、当社および連結子会社６社と非連結子会社２社により構成され、主とし

て天然調味料の製造販売を行っております。地域別には当社および国内子会社が３社、海外子会社が５社となっており

ます。その各社の事業内容は次のとおりであります。なお、海外子会社のうち、本年５月17日付をもって新たに台湾東

幸食品股份有限公司の全株式を取得いたし、連結子会社としました。また、本年９月28日付をもって、新たにナチュラ

ル・スープの製造販売子会社である㈱ディア．スープを設立いたしました。

アリアケジャパン㈱（連結財務諸表提出会社）

　当社は、天然調味料の製造を行い海外子会社の３社より仕入れた商品等とともに、主として国内の顧客に販売してお

ります。また、平成15年３月に設立いたしましたフランス子会社、F. P. Natural Ingredients S.A.S.および、平成16

年１月に設立いたしましたベルギー子会社、F.P.N.I.BELGIUM N.V.は、主として、欧米の顧客を対象としてナチュラル・

スープストックの製造販売を行う予定です。

国内子会社

・㈱エー・シー・シーは、親会社より本社社屋の一部を賃借し、コンビニエンスストアを営業しております。

海外子会社

・ARIAKE U.S.A., Inc.は、天然調味料の製造を行い、この製品を米国内および海外ユーザーに販売するとともに親会社

へ供給しております。

・青島有明食品有限公司は、天然調味料の製造を行い、この製品を中国内および海外ユーザーに販売するとともに親会

社へ供給しております。

・台湾東幸食品股份有限公司は、天然調味料の製造を行い、この製品を主として台湾および中国・東南アジアに販売す

るとともに、親会社へ供給しております。

・F. P. Natural Ingredients S.A.S.は、ナチュラル・スープストックの製造を行い、この製品を主として欧米地域の

ユーザーに販売する予定です。

・F. P. N. I. BELGIUM N.V.は、ナチュラル・スープストックの製造を行い、この製品を主として欧米地域のユーザー

に販売する予定です。

非連結子会社

・当社は、アリアケファーム㈱を平成17年８月９日に当社の農業事業を行うために、資本金15百万円（内当社持分

　9.9％）で設立しております。

・㈱ディア．スープは、ナチュラル・スープの製造販売を行い、この製品を国内ユーザーに販売いたします。

　なお、中間決算短信提出日（平成18年11月１日）現在における当社グループの主な企業群の相関図は次のとおりです。

 

株式会社 
ディア．スープ 

（日本） 

（販売） 

海外ユーザー 
（販売予定） 

（販売予定） 

（販売） 

（原材料の供給） 

（販売） 

（販売） 

（原材料の供給） 

台湾東幸食品 
股有限公司 
（台湾） 

青島有明食品
有限公司 
（中国） 

ARIAKE 
U.S.A., Inc. 
（米国） 

アリアケジャパン株式会社 
（日本） 

国内ユーザー 

F.P.Natural 
Ingredients 

S.A.S 
（フランス） 

F.P.N.I. 
BELGIUM N.V. 
（ベルギー） 

（販売） 
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２．経営方針

a．会社の経営の基本方針

　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次の３点を経営理念としております。

１．天然調味料の生産を通して、健康で豊かな食文化に寄与し、広く世界に貢献する。

２．顧客第一主義を理念とし、時代のニーズに対応したより早く正確な事業展開を図る。

３．事業を通じて株式価値の最大化を目指し、株主にとって絶えず魅力ある会社とする。

　当社グループは、天然調味料の持つ「美味しく、健康に良く、使い易い」という特徴を十分生かした製品の開発・成

長に長年努力し、技術改革による製品の高品質化を行うとともに、特に安全衛生管理を万全の体制とし「食の安全」を

確保し、収益力向上に邁進してまいります。

b．会社の利益分配に関する基本方針

　当社は、株主の皆様への適切な利益還元を経営の最重要政策のひとつとして位置づけております。従来より業績に対

応した配当を行うことを基本としつつ、今後の経営環境ならびに長期事業展開に留意し、企業体質の強化のための内部

留保を十分行っていくとともに、業績の伸長に合わせて、諸指標を勘案しながら収益を長期安定的な株主配分として継

続する方針としております。

　具体的には株主の皆様の投下資本に対し、収益の安定的な配分を目的として、DOE（株主資本配当率＝Dividend on 

Equity）をベースとした配当を実施して行きます。

　DOEは株主の皆様に配当率を直接的に担保するものとして有効であると判断しており、当社は2.5％を長期的な目標と

して設定し、この目標を達成できるよう経営努力をいたします。

　当期につきましても、計画どおりの安定的な業績で推移する見通しから、普通配当１株当たり30円（年当たり）とい

たします。

　また、内部留保金につきましては平成17年度をスタートとする、当社の「新長期５ヶ年経営計画」に基づく天然調味

料事業の発展および収益のための戦略的投融資や、本年10月より実施しております自己株式取得の機動的・弾力的運用

による株式価値の向上等に備えることにより、企業内容の充実を図ってまいります。

c．投資単位の引下げに関する考え方および方針等

　当社は、投資家による当社株式の長期安定的な株式保有を促進するとともに、投資家層の拡大を図ることが資本政策

上の重要課題と認識しております。当社は既に平成10年に投資単位を1,000株から100株に引下げておりますが、同時に

積極的で長期的なIR活動を行った結果、株主数は個人株主を中心に増加し、当中間期末（平成18年９月末）21,800人を

超える事ができました。今後の施策については、業績を勘案しながらその費用ならびに効果を慎重に検討し株主利益の

最大化を基本に検討したいと考えております。
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d．目標とする経営指標

　当社は、投下資本に対するリターンの最大化を図ることにより、株主にとって魅力ある企業経営を行うため、中期的

にROE（株主資本当期純利益率）およびDOE（株主資本配当率）を主な経営指標としております。このため、当社グルー

プでは長期経営計画による着実な経営を行い、ROEを長期的に12％,DOEを2.5％にそれぞれ目標としております。

連結ROEの推移

8.00%

9.00%

10.00%

11.00%

（

％
）

ROE 9.75% 10.41% 10.11% 8.66% 8.91%

H14年3月期 H15年3月期 H16年3月期 H17年3月期 H18年3月期

連結DOEの推移

1.90%

2.10%

2.30%

2.50%

（

％
）

DOE 2.00% 2.06% 2.10% 2.19% 2.38%

H14年3月期 H15年3月期 H16年3月期 H17年3月期 H18年3月期

e．中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、継続的に中長期的視野によって経営を行っております。日本国内における食品業界は成熟市場で

ありますが、天然調味料市場においては当社の諸施策により拡大が期待できること、また、その拡大に対する国内原

料の供給が不足すること、更には世界的にこの事業の発展の可能性が高いこと等を経営戦略の基本として新たに九州

第２工場への新増設を決定・実施しております。

　海外では、米国（ARIAKE U.S.A.,Inc.）および中国（青島有明食品有限公司）に天然調味料の生産・販売会社を保

有し、新たにヨーロッパ地域のマーケットを視野に入れ、ナチュラル・スープストックの製造販売業への進出を決定

し、まず平成15年３月にはフランス共和国に100％子会社のF.P.Natural Ingredients S.A.S.を設立、さらに平成16年

１月にはベルギー王国に100％子会社のF.P.N.I.BELGIUM N.V.を設立し、現在建設を具体的に進捗をしており本年度末

に完成する予定です。また、急激に拡大する中国・東南アジアマーケットに対応する為、新たに台湾に事業拠点（台

湾東幸食品股份有限公司）を設け、事業の発展に貢献させています。さらに、日本を含め世界的に急成長しているナ

チュラル・スープの製造販売を行うため、㈱ディア．スープを設立し、国内外のユーザーへの浸透を図る予定であり

ます。

 今回の新長期５ヶ年経営計画のポイントは、

　　１．天然調味料専業メーカーから、総合調味料メーカーへ広く事業展開し、企業価値を高める。

　　２．国内マーケットの徹底的追求による需要拡大と、世界マーケットの開拓を行う。

　　３．技術革新によって、世界のリーディングカンパニーに成長する。
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具体的には次の４点となります。

①　少子高齢化が進行し縮小する食品マーケットで、総合調味料メーカーとして国内需要を喚起する。

②　技術革新による積極的な設備投資と低コストで高品質な商品を実現する。

③　海外戦略を積極的に推進する。

④　企業価値を高める有効な資本政策を実施する。

　これらの骨格による、「新長期５ヶ年経営計画」は、最終年となる平成21年度（平成22年３月期）の目標を次のとお

りとしております。

連結売上高 388億円 経常利益 114億円

当社売上高 288億円 経常利益 90億円

　これらの長期ビジョンに基づいた年度計画の着実な業績の積み上げと収益基盤の確立により、長期安定的に株式価値

を向上させることが、当社に投資していただいている投資家に対しての責務と考え当社の最終的な経営方針としており

ます。

f．会社の対処すべき課題

　当社グループは、天然調味料事業が国内・海外共、今後大きく成長する産業と認識して、平成17年度を初年度とする

「新長期５ヶ年経営計画」を策定しております。この長期経営計画を推進するためには、総額160億円の資金が必要とな

ります。必要資金は、自己資金および資本市場よりの調達を含めて、状況に応じて検討いたしますが、この事業を達成

することが、広く食品マーケットに貢献し、当社の収益基盤の安定成長に寄与すると考えております。

　したがいまして、一時的には手持資金が逼迫しますが、株式価値を長期的に良質でハイレベルに維持する重要な経営

課題として位置づけ、精励克己して実現いたす所存であります。

　また、企業価値を高めると同時に事業を安定的に運営するために、多くの友好的な投資家作りを継続的に行えるよう

な資本政策を立案・推進いたします。

g．親会社等に関する事項

　当社は親会社を有せず、該当いたしません。

h．その他、会社の経営上の重要な事項

　該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態

Ⅰ．経営成績

１．当中間期の概況

（連結業績）

 （単位：百万円）

売上高 営業利益 経常利益 中間純利益
１株当たり
中間純利益

平成18月９月期 10,823 2,769 2,762 1,651 50.38円

平成17月９月期 10,235 2,665 2,711 1,639 50.18円

伸び率 5.7％ 3.9％ 1.9％ 0.7％ －

（単体業績）

 （単位：百万円）

売上高 営業利益 経常利益 中間純利益
１株当たり
中間純利益

平成18年９月期 9,702 2,529 2,564 1,510 46.07円

平成17年９月期 9,498 2,479 2,528 1,502 45.97円

伸び率 2.2％ 2.0％ 1.5％ 0.5％ －

(1）当中間期の業績全般の概況

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰が続くなか、企業収益回復に伴なう設備投資の増

加や雇用環境の改善などに支えられ、総じて回復基調で推移しました。一方では石油相場の高止まりにより、関

連商品の値上がりが起こり、先行不透明感が強まっております。

　食品業界におきましてもこれらの影響に加え、企業間競争等による価格低下や食の安全に係わる諸問題を抱え、

非常に厳しい環境下での経営となりました。

　この様な環境下において、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、既存事業の拡充と新

規事業分野の積極的展開を図るとともに、品質や安全衛生管理に万全な体制をとり「食の安全」と「高品質」に

注力し、デフレ不況下でも安定的成長を実現すべく、全社挙げて収益向上に努めました。

　具体的には、当社は九州第２工場の隣接地に、新工場の建設に着手いたしました。総工費は80億円で、平成18

年度末より試運転を経て営業運転に入る予定であります。この設備投資は、顧客のあらゆるニーズに応える新技

術を装備し、九州第１工場のリプレースを含め、現状設備の約1.5倍の生産能力アップを目論んでおります。

　次に関係会社ですが、まずヨーロッパ事業はフランス、ベルギーに進出を決定し、同拠点に100％子会社として、

フランスには平成15年３月にF.P.Natural Ingredients S.A.S.を設立、ベルギーには平成16年１月に

F.P.N.I.BELGIUM N.V.を設立しております。既に、フランスではアランソン市に、ベルギーではマースメヒレン

市に工場用地を取得し、工場の建設を開始しており、平成18年度（2006年）中の完成を目指しております。

　中国事業につきましては、中国での調味料事業が急ピッチで拡大することを背景に中国子会社（青島有明食品

有限公司）は現在の中国工場に引き続き、新工場の建設を開始し平成18年度末に完成を予定し、需要増に応える

計画としております。また、急拡大するマーケットに対応するため、新たに台湾に台湾東幸食品股份有限公司を

取得し、中国・東南アジアでの展開を積極的に行っております。

　米国事業につきましては、米国子会社（ARIAKE U.S.A.,Inc.）は、着実な需要増と収益増を実現し、今後の事

業計画に対応して、新工場の建設を決定しております。総工費は15億円を予定しております。

　さらに、当社グループでは日本国内外で成長している「ナチュラルスープ」事業を推進するために、新たに㈱

ディア．スープを設立し、直ちに営業を開始しております。

　これらの諸計画の実施により、「新長期５ヶ年経営計画」を着実に進捗させる所存であります。
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売上高

売上高の推移（上半期ベース）
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連結 8,803 9,442 9,568 10,235 10,823

単体 8,201 8,864 8,933 9,498 9,702
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売上高の推移（年間ベース）
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連結 19,035 19,458 20,171 21,761 23,500

単体 17,623 18,288 18,811 19,762 20,800

H15年3月期 H16年3月期 H17年3月期 H18年3月期 H19年3月期

　国内（アリアケジャパン㈱）では食品業界内での競争激化や不順な天候等の影響もありましたが、加工食品分野では、

主として中食・惣菜分野への積極的拡大や外食産業への共同開発営業および新規需要の獲得等の諸施策による増販を行

いました。

 具体的には、加工食品分野は前年同期比2.3％の増加、外食産業分野は前年同期比3.5％の増加、即席麺分野は前年同期

比横ばいで、全体で2.2％の販売増加となりました。

　次に、連結子会社の営業成績につきましては、主として海外子会社による加工食品メーカーおよび即席麺メーカー向

けの増販戦略が結実し、前年同期比で大幅な売上高増加となりました。

その結果、当中間期の連結売上高は10,823百万円となり、前年同期比5.7％の伸び率となりました。

　なお、単体売上高は9,702百万円となり、前年同期比2.2％の伸び率となりました。
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営業利益

営業利益の推移（上半期ベース）
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連結 2,333 2,758 2,491 2,665 2,769

単体 2,301 2,683 2,423 2,479 2,529
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営業利益の推移（年間ベース）
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連結 5,431 5,718 5,289 5,781 5,570

単体 5,259 5,574 5,154 5,333 5,060

H15年3月期 H16年3月期 H17年3月期 H18年3月期 H19年3月期

　連結営業利益は、2,769百万円（前年同期比103百万円増）となりました。

　当社（アリアケジャパン㈱）は積極的な設備投資とコストダウン努力を行い、収益改善に努力しました。一方では、

石油の高騰によるエネルギーコストの上昇、包材・運賃の値上がり等もありましたが、単体営業利益は2,529百万円とな

り前年同期比2.0％の増益となりました。

　また、連結子会社につきましては、海外子会社の積極的増販に伴う収益増を実現いたしました。この結果、連結営業

利益は前年同期比3.9％増益となりました。
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経常利益

経常利益の推移（上半期ベース）

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

（
百

万

円

）
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単体 2,338 2,784 2,442 2,528 2,564
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連結 5,673 5,930 5,342 5,871 5,370

単体 5,562 5,813 5,218 5,426 4,860

H15年3月期 H16年3月期 H17年3月期 H18年3月期 H19年3月期

　連結経常利益は2,762百万円（前年同期比51百万円増）となりました。

　当社（アリアケジャパン㈱）は石油相場高騰の長期化等のマイナス要因もありましたが、コストダウン努力をいたし

ました。一方当初計画しておりました営業力・技術力強化を図るための要員増加策や、海外支店設立が上半期末にズレ

込んだ事により先行費用が半減し、計画した経常利益2,280百万円を大幅に上回りました。その結果、単体経常利益とし

て2,564百万円（前年同期比36百万円増）を計上いたしました。

　連結経常利益では海外子会社の営業利益増を受け、経常利益も増益となりました。また、当社（アリアケジャパン㈱）

の経常利益の増加により、計画経常利益2,510百万円を大幅に上回りました。この結果、連結経常利益は前年同期比

1.9％増の2,762百万円となり、経常利益率は25.5％となりました。
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当期純利益

中間純利益の推移（上半期ベース）
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当期利益の推移（年間ベース）
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連結 3,265 3,419 3,123 3,499 3,150

単体 3,185 3,343 3,077 3,178 2,790
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　連結中間純利益は1,651百万円（前年同期比11百万円増）となりました。また、単体中間純利益は1,510百万円（前年同

期比７百万円増）となりました。

中間配当金

　当中間期の当社を取り巻く環境は大変厳しいものがありますが、当社グループの全力を挙げての努力の結果、当社の

諸対策が順調に実現し、業績に反映するようになりました。

　当社は、新長期５ヶ年経営計画の着実な実現に向け努力を行っておりますが、株主の皆様に対し、日頃のご支援とご

鞭撻に感謝するとともに、今後の更なるご愛顧を祈念して、当期の中間配当金は普通配当を１株につき15円行わさせて

いただきます。

　この結果、年間配当金は１株当たり30円となります。
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２．通期の見通し

（連結業績の見通し）

 （単位：百万円）

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

平成19年３月期 23,500 5,570 5,370 3,150 94円54銭

平成18年３月期 21,761 5,781 5,871 3,499 105円52銭

伸び率 8.0％ △3.7％ △8.5％ △10.0％ ―

（単体業績の見通し）

 （単位：百万円）

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

平成19年３月期 20,800 5,060 4,860 2,790 83円56銭

平成18年３月期 19,762 5,333 5,426 3,178 95円71銭

伸び率 5.3％ △5.1％ △10.4％ △12.2％ ―

(1）通期の業績の見通し

　通期の業績の見通しは、全般的に企業収益は安定的に推移すると思われますが、一方では石油相場の高止まり、少

子高齢化の進行など不安材料が山積しており、また企業間競争の激化による低価格化も懸念されます。

　当食品業界も全般的な企業間競争の激化の影響の中で、「食の安全と健康」を強くアピールし需要の喚起に努めて

おりますが、厳しい経済環境でほとんど伸長のない状況が続くものと思われます。

　このような状況のもと、当社グループは「新長期５ヶ年経営計画（平成17年度より平成21年度まで）」の着実な実

行により、着実に成長する戦略を推進し、低成長下でも安定的に収益をあげる体質作りに全力をあげ、計画通りの売

上高・利益を達成する努力をいたします。

　この計画を達成するために、当社は平成18年度に積極的な諸施策を講ずる事を決定し実施しております。具体的に

は、まず少子高齢化に伴う人口構造の変化・縮小等により、外部経営環境の大きな変動に対応するため、当社として

更なる営業力・技術力の増強が必要となります。次に海外マーケット展開を強力に推進するために、新たに欧米に当

社の海外支店を設立いたします。既に上期中にこの両施策ともほぼ実施いたしております。これらの費用として、下

期に要員増として約90百万円、海外支店設立に約60百万円を予定しております。当社はこれらの前向きの費用を先行

させ事業発展のスピードアップを図ります。

　つきましては、当社グループの次期見通しにつきましては、連結売上高は23,500百万円で、連結経常利益は5,370

百万円を予定しております。

　また、当社の単体見通しにつきましては、売上高は20,800百万円で、経常利益は4,860百万円を予定しております。

(2）配当について

　通期の配当金につきましては、当社の新長期５ヶ年経営計画による諸施策が順調に進捗し、長期的には順調な利益

計上を達成できることを勘案して、年間配当金については、現在の普通配当１株当たり30円を継続するよう努力いた

す所存であります。

(3）経営指標について

　当社の目標であるROEにつきましては、通期の見通しは7.31％でありますが、中期的には12.0％を目標としており、

投資家の皆様の資産価値向上に努めてまいります。

　また、当社の方針のひとつでありますDOEですが、通期見通しは2.20％であります。中期的には2.5％を目標として

おります。
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Ⅱ．財政状況

(1）当中間期の概況

 （単位：百万円）

 前中間期 当中間期 増減

総　　　　　 　資　　 　　　　産 44,536 49,404 4,867

純　　　　　　 資 　　　　　　産 39,473 43,242 3,768

自　　己　　資　　本　　比　　率 88.6％ 87.2％ △1.4％

 （単位：百万円）

 前中間期 当中間期 増減

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,350 752 △597

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,933 △5,370 △3,437

財務活動によるキャッシュ・フロー 674 △219 △893

現金及び現金同等物の増減 234 △4,391 △4,625

現金及び現金同等物の期首残高 19,435 20,335 900

現金及び現金同等物の期末残高 19,669 15,944 △3,725

・　当中間期末の財政状態は、前中間期末に比して現金預金が3,725百万円減少、固定資産が7,516百万円増加する等に

より、総資産は49,404百万円となりました。この結果、自己資本比率は前中間期末に比べ1.4％減少し、87.2％とな

りました。

・　営業活動によるキャッシュ・フロー

　当中間期は順調な事業活動によるキャッシュインにより752百万円（前年同期比597百万円の収入減）となりまし

た。

・　投資活動によるキャッシュ・フロー

　当中間期は設備投資による支出4,990百万円があった結果、5,370百万円（前年同期比3,437百万円の支出増）の支

出となりました。

・　財務活動によるキャッシュ・フロー

　当中間期は、主として配当金の支出491百万円があった結果、219百万円（前年同期比893万円の支出増）の支出と

なりました。

(2）通期の見通し

・　営業活動によるキャッシュ・フロー

　事業環境は厳しいものの当期の売上・利益が予定通り達成され、収入は増加する見込みです。

・　投資活動によるキャッシュ・フロー

　設備投資については国内では年間4,500百万円を予定しております。また、海外子会社については新規設備投資と

して約2,500百万円を予定しております。

・　財務活動によるキャッシュ・フロー

　当社は、平成18年10月13日付で「自己株式の買入」を決議・発表し実施しております。この決議により総額60億

円の範囲での支出を予定しております。　

　年間配当金は、１株当たり30円とする予定であります。

以上の結果、本年度期末の現金及び現金同等物の期末残高は、当中間期末より減少する見込みであります。
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(3）キャッシュ・フロー指標のトレンド

平成15年3月期 平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期 平成18年9月期

自己資本比率（％） 84.5 87.6 89.5 88.6 87.2

時価ベースの自己資本比率（％） 220.1 249.6 209.2 245.3 157.9

債務償還年数（年） 0.2 0.2 0.1 0.0 0.6

インタレスト・カバレッジ・レシオ 129.9 170.3 203.3 304.0 181.5

（注）時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※　各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

※　株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。営業キャッ

シュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有

利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。

Ⅲ．事業等のリスク

　当社グループは、中長期的視野により、「長期経営５ヶ年計画」をベースに経営を行っております。

当社グループは、現在平成17年度を初年度として平成21年度を最終年度として策定した「新長期５ヶ年経営計画」を

推進中であります。

　今回の新長期５ヶ年経営計画のポイントは、

　　１．天然調味料専業メーカーから、総合調味料メーカーへ広く事業展開し、企業価値を高める。

　　２．国内マーケットの徹底的追及による需要拡大と、世界マーケットの開拓を行う。

　　３．技術革新によって、世界のリーディングカンパニーに成長する。

　具体的には次の４点となります。

　　①　少子高齢化が進行し縮小する食品マーケットで、総合調味料メーカーとして国内需要を喚起する。

　　②　技術革新による積極的な設備投資と低コストで高品質な商品を実現する。

　　③　海外戦略を積極的に推進する。

　　④　企業価値を高める有効な資本政策を実施する。

　これらの骨格による、新長期５ヶ年経営計画は大規模な設備投資が必要となります。まず、国内では九州第２工場

の新増設と第１工場のリプレースの計画で約80億円、ヨーロッパ事業で約55億円、中国・米国事業で約25億円等で、

総額160億円を要します。これらの設備投資を実行した結果、最終年度となる平成21年度（平成22年３月期）の目標は

次のとおりとなります。

　　　連結売上高　388億円　　　経常利益　114億円

　　　売　上　高　288億円　　　経常利益　 90億円　

　これらの長期ビジョンに基づいた年度計画の着実な業績の積み上げと収益基盤の確立により、長期安定的に株式価

値を向上させることが、当社に投資していただいている投資家に対しての責務と考え、当社グループの最終的な経営

方針としており、投資家の皆様の資産価値向上に努めてまいります。

　この「新長期５ヶ年経営計画」を達成するためには、上記の具体的目標の実現が不可欠で、その達成に全社をあげ

て努力いたしますが、下記のような客観的なリスクが存在し結果的に計画の実現が早まったり、遅れたりする可能性

があります。
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①　経済状況・消費動向

当社グループが製品を販売している市場は、その大部分を日本国内が占めております。したがって、日本国内

における景気の後退、およびそれに伴う需要の減少、または、消費動向に影響を与えるような不測の事態の発生

は、当社グループの業績、および財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

②　市場環境

当社グループの売上高のかなりの部分は、顧客への原料として供給されていますが、その顧客は激しく変動す

る消費者の嗜好に対応して、厳しい競争に晒されています。

　当社グループは、こうした市場環境にあって、継続して「美味しく、健康に良く、使い易い」製品を提供でき

ると考えております。

当社グループが市場の変化を充分に予測できず、市場にマッチした商品やサービスを提供できない場合は、将

来における売上の低迷と収益性を低下させ、業績と財務状況に悪影響を与える可能性があります。

③　新規事業

当社グループは、将来の成長のために新事業は重要で、既にヨーロッパに２拠点をもうけ、設備投資を行って

おります。また、アメリカと中国でも工場の新増設を検討実施しております。これらの事業運営が不測の事態に

より順調に行かない場合は、当社グループの成長が計画どおり進まないおそれがあります。また、事業戦略の一

環として企業買収等を行なっておりますが、買収後に予期せぬ障害が出てきて予定外の時間と費用がかかり、当

社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

④　海外の事業運営

当社グループは、複数の国で事業を運営しております。これらの運営にあたっては、下記のリスクが内在して

います。

　・予期しない法律または規制の変更

　・政治、経済の混乱

　・テロ、戦争等による社会的混乱

　これらの要因は、当社グループにおける事業運営の低下の原因となるリスクを孕んでおり、業績と財務状況に

悪影響を与える可能性があります。

⑤　公的規制等について

当社グループでは、事業活動を展開する各国において、様々な公的規制を受けております。これらの規制を遵

守できなかった場合は、当社グループの活動が制限される可能性や、コストの増加を招く可能性があり、業績と

財務状況に悪影響を与える可能性があります。

⑥　個人情報漏洩に伴うリスク

平成17年４月から施行された「個人情報保護法」に関しましては、同法の趣旨に沿った体制を構築し、遵守に

心掛けております。

しかしながら、万が一、個人情報が漏洩し、お客様などに重大な損失を与えるような事態が発生した場合、当

社グループの社会的信用が大きく損なわれ、結果として当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑦　天災リスク

当社グループでは、生産ラインの中断による潜在的なリスクを回避するため、必要だと考えられる定期的な災

害防止検査と、設備点検を行っております。

しかしながら、天災等による生産整備における災害を完全に防止できる保証はありません。こうした影響は、

売上高の低下、コストの増加を招く可能性があり、業績と財務状況に悪影響を与える可能性があります。

当社グループはこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避および発生した場合の対応に努める方

針です。

なお、文中における将来に関する事項は、決算短信提出日（平成18年11月１日）現在において当社が判断したも

のです。

－ 14 －



４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

対前中間期比
前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

［資産の部］

Ⅰ．流動資産

１．現金及び預金 19,669,990 15,944,382 △3,725,608 20,335,457

２．受取手形及び
売掛金

※２ 4,885,943 5,442,529 556,586 4,649,526

３．たな卸資産 3,149,356 3,301,272 151,915 3,141,945

４．その他 373,955 742,923 368,968 362,972

５．貸倒引当金 △3,033 △3,898 △865 △2,822

流動資産合計 28,076,213 63.0 25,427,209 51.5 △2,649,003 28,487,078 60.7

Ⅱ．固定資産

１．有形固定資産

(1)建物及び構
築物

10,064,880 10,417,612  10,169,859

減価償却累
計額

4,793,475 5,271,404 5,235,236 5,182,375 △89,028 4,971,884 5,197,974

(2)機械装置及
び運搬具

12,647,779 13,663,770  13,268,183

減価償却累
計額

9,886,686 2,761,092 10,810,823 2,852,946 91,853 10,314,494 2,953,688

(3)土地 4,157,577 4,549,595 392,018 4,160,926

(4)建設仮勘定 395,788 7,424,276 7,028,487 1,995,113

(5)その他 773,101 829,584  789,307

減価償却累
計額

678,105 94,995 716,965 112,618 17,622 693,331 95,975

有形固定資産
合計

12,680,858 28.5 20,121,812 40.7 7,440,953 14,403,678 30.7

２．無形固定資産 106,907 0.2 150,794 0.3 43,886 116,609 0.3

３．投資その他の
資産

(1)投資有価証
券

1,888,382 2,209,112 320,729 2,461,837

(2)長期貸付金 71,736 71,634 △102 75,572

(3)繰延税金資
産

106,744 － △106,744 －

(4)投資不動産 ※１ 808,843 573,537 △235,305 567,935

(5)その他 805,122 858,551 53,429 801,793

(6)貸倒引当金 △8,409 △8,413 △4 △9,003

投資その他の
資産合計

3,672,420 8.3 3,704,423 7.5 32,002 3,898,134 8.3

固定資産合計 16,460,186 37.0 23,977,030 48.5 7,516,843 18,418,422 39.3

資産合計 44,536,399 100.0 49,404,239 100.0 4,867,839 46,905,501 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

対前中間期比
前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

［負債の部］

Ⅰ．流動負債

１．支払手形及び
買掛金

※２ 1,574,119 1,683,655 109,535 1,554,753

２．短期借入金 298,674 448,819 150,145 115,118

３．未払法人税等 1,137,167 1,088,858 △48,309 1,280,954

４．賞与引当金 144,934 152,109 7,174 145,848

５．その他 1,027,058 1,825,664 798,606 1,218,668

流動負債合計 4,181,954 9.4 5,199,105 10.5 1,017,151 4,315,343 9.2

Ⅱ．固定負債

１．退職給付引当
金

537,495 596,043 58,547 564,487

２．繰延税金負債 － 177,557 177,557 95,063

３．その他 218,198 188,720 △29,477 213,976

固定負債合計 755,693 1.7 962,320 2.0 206,627 873,527 1.9

負債合計 4,937,647 11.1 6,161,426 12.5 1,223,778 5,188,871 11.1

［少数株主持分］

少数株主持分 124,852 0.3 － － △124,852 152,228 0.3

［資本の部］

Ⅰ．資本金 7,095,096 15.9 － － △7,095,096 7,095,096 15.1

Ⅱ．資本剰余金 7,833,869 17.6 － － △7,833,869 7,833,869 16.7

Ⅲ．利益剰余金 25,037,815 56.2 － － △25,037,815 26,405,408 56.3

Ⅳ．その他有価証券
評価差額金

105,654 0.2 － － △105,654 450,873 0.9

Ⅴ．為替換算調整勘
定

△495,448 △1.1 － － 495,448 △111,756 △0.2

Ⅵ．自己株式 △103,087 △0.2 － － 103,087 △109,089 △0.2

資本合計 39,473,899 88.6 － － △39,473,899 41,564,402 88.6

負債、少数株主
持分及び資本合
計

44,536,399 100.0 － － △44,536,399 46,905,501 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

対前中間期比
前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

[純資産の部］

Ⅰ．株主資本

１ 資本金 － － 7,095,096 14.4 7,095,096 － －

２ 資本剰余金 － － 7,833,869 15.8 7,833,869 － －

３ 利益剰余金 － － 27,513,837 55.7 27,513,837 － －

４ 自己株式 － － △110,950 △0.2 △110,950 － －

株主資本合計 － － 42,331,852 85.7 42,331,852 － －

Ⅱ．評価・換算差額
等

１ その他有価証券
評価差額金

－ － 266,594 0.5 266,594 － －

２ 繰延ヘッジ損益 － － 213,562 0.4 213,562 － －

３ 為替換算調整勘
定

－ － 269,447 0.6 269,447 － －

評価・換算差額
等合計

－ － 749,603 1.5 749,603 － －

Ⅲ．少数株主持分 － － 161,356 0.3 161,356 － －

純資産合計 － － 43,242,812 87.5 43,242,812 － －

負債純資産合計 － － 49,404,239 100.0 49,404,239 － －
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(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
　至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
　至　平成18年９月30日)

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ．売上高 10,235,806 100.0 10,823,620 100.0 587,814 21,761,293 100.0

Ⅱ．売上原価 5,792,094 56.6 6,287,982 58.1 495,888 12,387,839 56.9

売上総利益 4,443,711 43.4 4,535,638 41.9 91,926 9,373,454 43.1

Ⅲ．販売費及び一般
管理費

※１ 1,778,147 17.4 1,766,349 16.3 △11,797 3,592,051 16.5

営業利益 2,665,564 26.0 2,769,288 25.6 103,723 5,781,403 26.6

Ⅳ．営業外収益

１．受取利息及び
配当金

9,787 31,657 22,176

２．為替差益 46,479 29,160 89,409

３．受取家賃 19,123 13,486 32,712

４．その他 20,143 95,533 0.9 20,381 94,687 0.8 △845 36,304 180,603 0.8

Ⅴ．営業外費用

１．支払利息 6,787 4,147 13,800

２．新株発行費 450 － 450

３．海外新事業費
用

16,994 69,970 40,610

４．その他 25,222 49,454 0.4 26,937 101,056 0.9 51,601 35,206 90,067 0.4

経常利益 2,711,643 26.5 2,762,919 25.5 51,275 5,871,939 27.0

Ⅵ．特別利益

１．固定資産売却
益

※２ － － － 758 758 0.0 758 15,647 15,647 0.1

Ⅶ．特別損失

１．固定資産除却
損

※３ 13,964 664 17,492

２．投資有価証券
評価損

－ 560 －

３．ゴルフ会員権
評価損

185 － 335

４．役員保険解約
損

－ 8,016 －

５．減損損失 － － 45,239

６．海外事業販売
網整備損

－ 14,149 0.1 2,896 12,136 0.1 △2,012 84,621 147,688 0.7

税金等調整前
中間（当期）
純利益

  2,697,494 26.4  2,751,541 25.4 54,046  5,739,898 26.4

法人税、住民
税及び事業税

1,106,197 1,095,076 2,344,742

法人税等調整
額

△58,295 1,047,902 10.3 △6,230 1,088,845 10.0 40,942 △128,131 2,216,611 10.2

少数株主利益 9,748 0.1 11,301 0.1 1,552 24,139 0.1

中間（当期）
純利益

1,639,843 16.0 1,651,394 15.3 11,550 3,499,147 16.1
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(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

 中間連結剰余金計算書

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
　至　平成17年９月30日)

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ．資本剰余金期首残高 7,833,869 7,833,869

Ⅱ．資本剰余金中間期末（期
末）残高

7,833,869 7,833,869

（利益剰余金の部）

Ⅰ．利益剰余金期首残高 24,605,411 24,605,411

Ⅱ．利益剰余金増加高

１．中間（当期）純利益 1,639,843 1,639,843 3,499,147 3,499,147

Ⅲ．利益剰余金減少高

１．配当金 564,938 1,056,649

２．役員賞与 49,000 49,000

３．自己株式処分差額 593,500 1,207,438 593,500 1,699,149

Ⅳ．利益剰余金中間期末（期
末）残高

25,037,815 26,405,408

－ 19 －



 中間連結株主資本等変動計算書

　当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：千円）

 株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高 7,095,096 7,833,869 26,405,408 △109,089 41,225,284

中間連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当（注）   △491,681  △491,681

役員賞与（注）   △51,100  △51,100

中間純利益   1,651,394  1,651,394

自己株式の取得    △2,476 △2,476

自己株式の処分   △183 614 430

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
    －

中間連結会計期間中の変動額合計 － － 1,108,429 △1,861 1,106,567

平成18年９月30日　残高　 　　　 7,095,096 7,833,869 27,513,837 △110,950 42,331,852

評価・換算差額等

少数株主

持分
 純資産合計 その他

有価証券

評価差額金

 繰延ヘッジ

損　　益

為替換算

調整勘定

評価・換算差

額等合計

平成18年３月31日　残高　　　　　　 450,873 － △111,756 339,117 152,228 41,716,630

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）      △491,681

役員賞与（注）      △51,100

中間純利益      1,651,394

自己株式の取得      △2,476

自己株式の処分      430

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
△184,279 213,562 381,203 410,486 9,128 419,615

中間連結会計期間中の変動額合計 △184,279 213,562 381,203 410,486 9,128 1,526,182

平成18年９月30日　残高 266,594 213,562 269,447 749,603 161,356 43,242,812

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
　至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
　至　平成18年９月30日)

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 

税金等調整前中間
（当期）純利益

2,697,494 2,751,541 54,046 5,739,898

減価償却費 471,509 471,696 186 1,011,245

のれん償却額 － 9,831 9,831 －

貸倒引当金の増加額 1,047 485 △561 1,430

退職給付引当金の増
加額

33,787 31,555 △2,231 60,779

受取利息及び受取配
当金

△9,787 △31,657 △21,870 △22,176

支払利息 6,787 4,147 △2,639 13,800

売上債権の増加額 △315,363 △734,264 △418,900 △50,395

たな卸資産の増加額 △425,600 △138,709 286,891 △389,960

仕入債務の増加額又
は減少額

16,835 103,671 86,836 △9,187

未払消費税等の減少
額

△17,441 △141,687 △124,245 △78,497

役員賞与の支払額 △49,000 △51,100 △2,100 △49,000

その他 △120,894 △294,529 △173,634 △3,757

小計 2,289,374 1,980,982 △308,391 6,224,180

利息及び配当金の受
取額

9,787 31,657 21,870 22,176

利息の支払額 △6,787 △4,147 2,639 △13,800

法人税等の支払額 △941,937 △1,255,773 △313,836 △2,036,694

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

1,350,437 752,719 △597,718 4,195,861

－ 21 －



前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
　至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
　至　平成18年９月30日)

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 

有形固定資産の取得
による支出

△486,546 △4,990,394 △4,503,847 △2,440,372

固定資産の売却によ
る収入

－ 1,060 1,060 224,492

投資有価証券の取得
による支出

△1,451,700 △53,947 1,397,752 △1,451,700

子会社株式の取得に
よる支出

－ △595,702 △595,702 －

貸付金による支出 △217 △538 △320 △10,218

貸付金の回収による
収入

4,998 5,005 6 11,583

補助金受入による収
入

－ 188,635 188,635 －

その他 △200 75,050 75,250 △4,161

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△1,933,665 △5,370,831 △3,437,165 △3,670,377

 

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

短期借入金の増減額 △27,655 274,510 302,165 △233,188

自己株式の取得によ
る支出

△3,984 △2,476 1,508 △9,986

自己株式の売却によ
る収入

1,270,000 430 △1,269,569 1,270,000

配当金の支払額 △564,199 △491,652 72,547 △1,056,195

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

674,161 △219,187 △893,348 △29,370

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

143,849 446,224 302,375 404,134

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増加額又は減少額

234,781 △4,391,075 △4,625,856 900,248

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

19,435,209 20,335,457 900,248 19,435,209

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

19,669,990 15,944,382 △3,725,608 20,335,457
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目

前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日

　至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

前連結会計年度

(自　平成17年４月１日

　至　平成18年３月31日)

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数　　　５社

連結子会社の名称

㈱エー・シー・シー

ARIAKE U.S.A.,Inc.

青島有明食品有限公司

F.P.Natural Ingredients

(S.A.S.)

F.P.N.I.BELGIUM (N.V.)

　なお、前連結会計年度におい

て連結子会社でありましたアリ

アケフードシステム㈱について

は、平成17年７月１日付で当社

と合併したため、連結の範囲か

ら除いております。

(2)主要な非連結子会社名

アリアケファーム㈱

連結の範囲から除いた理由

　非連結子会社アリアケファー

ム㈱は小規模会社であり、合計

の総資産、売上高、中間純損益

及び利益剰余金（持分に見合う

額）等は、いずれも中間連結財

務諸表に重要な影響をおよぼし

ていないためであります。

(1)連結子会社の数　　　６社

連結子会社の名称

㈱エー・シー・シー

ARIAKE U.S.A.,Inc.

青島有明食品有限公司

F.P.Natural Ingredients

(S.A.S.)

F.P.N.I.BELGIUM (N.V.)

  台湾東幸食品股份有限公司

(2)主要な非連結子会社名

アリアケファーム㈱

㈱ディア.スープ

連結の範囲から除いた理由

　非連結子会社アリアケファー

ム㈱及び㈱ディア.スープ

は小規模会社であり、合計の総

資産、売上高、中間純損益及び

利益剰余金（持分に見合う額）

等は、いずれも中間連結財務諸

表に重要な影響をおよぼしてい

ないためであります。

(1)連結子会社の数　　　５社

連結子会社の名称

㈱エー・シー・シー

ARIAKE U.S.A.,Inc.

青島有明食品有限公司

F.P.Natural Ingredients

(S.A.S.)

F.P.N.I.BELGIUM (N.V.)

  なお、前連結会計年度におい

て連結子会社でありましたアリ

アケフードシステム㈱について

は、平成17年７月１日付で当社

と合併したため、連結の範囲か

ら除いております。 

(2)主要な非連結子会社名

アリアケファーム㈱

連結の範囲から除いた理由

 非連結子会社アリアケファー

ム㈱は小規模会社であり、合計

の総資産、売上高、当期純損益

及び利益剰余金（持分に見合う

額）等は、いずれも連結財務諸

表に重要な影響をおよぼしてい

ないためであります。 

２．持分法の適用に関する事

項

(1)持分法を適用した会社の数およ

び会社名

非連結子会社

該当事項はありません。

関連会社

該当事項はありません。

(2)持分法を適用していない非連結

子会社アリアケファーム㈱は、

中間純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う

額）等からみて、持分法の対象

から除いても中間連結財務諸表

に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がない

ため持分法の適用範囲から除外

しております。

(1)持分法を適用した会社の数およ

び会社名

非連結子会社

該当事項はありません。

関連会社

該当事項はありません。

(2)持分法を適用していない非連結

子会社アリアケファーム㈱及び

㈱ディア.スープは、中間純損

益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等か

らみて、持分法の対象から除い

ても中間連結財務諸表に及ぼす

影響が軽微であり、かつ、全体

としても重要性がないため持分

法の適用範囲から除外しており

ます。

(1)持分法を適用した会社の数およ

　び会社名

　非連結子会社

　　該当事項はありません。

　関連会社

　　該当事項はありません。

(2)持分法を適用していない非連結

　子会社アリアケファーム㈱は、

　当期純損益（持分に見合う額）

　及び利益剰余金（持分に見合う

　額）等からみて、持分法の対象

　から除いても連結財務諸表にお

　よぼす影響が軽微であり、か

　つ、全体としても重要性がない

　ため持分法の適用範囲から除外

　しております。

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

　ARIAKE U.S.A.,Inc.、青島有明食

品有限公司、F.P.Natural　

Ingredients (S.A.S.)及び

F.P.N.I.BELGIUM (N.V.)の中間決

算日は、６月30日であります。中間

連結財務諸表の作成にあたっては、

同中間決算日現在の財務諸表を採用

しておりますが、中間連結決算日と

の間に生じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行っております。

　 ARIAKE U.S.A.,Inc.、青島有明食

品有限公司、F.P.Natural　

Ingredients (S.A.S.)、

F.P.N.I.BELGIUM (N.V.)及び台湾

東幸食品股份有限公司の中間決算

日は、６月30日であります。中間

連結財務諸表の作成にあたっては、

同中間決算日現在の財務諸表を採

用しておりますが、中間連結決算

日との間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行っ

ております。

　ARIAKE U.S.A.,Inc.、青島有明食

品有限公司、F.P.Natural　

Ingredients (S.A.S.)及び

F.P.N.I.BELGIUM (N.V.)の決算日は、

12月31日であります。連結財務諸表

の作成にあたっては、同決算日現在

の財務諸表を採用しておりますが、

連結決算日との間に生じた重要な取

引については、連結上必要な調整を

行っております。
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項目

前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日

　至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

前連結会計年度

(自　平成17年４月１日

　至　平成18年３月31日)

４．会計処理基準に関する事

項

(1)重要な資産の評価基準及び評価

方法

(1)重要な資産の評価基準及び評価

方法

(1)重要な資産の評価基準及び評価

方法

(イ)有価証券 (イ)有価証券 (イ)有価証券

　その他有価証券 　その他有価証券 　その他有価証券

(a)時価のあるもの

　中間連結決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により処理

し、売却原価は主として移動

平均法により算定）

(a)時価のあるもの

　中間連結決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は主として移

動平均法により算定）

(a)時価のあるもの

　連結決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理し、

売却原価は主として移動平均

法により算定）

(b)時価のないもの

　移動平均法による原価法

(b)時価のないもの

同左

(b)時価のないもの

同左

(ロ)デリバティブ　時価法 (ロ)デリバティブ　同左 (ロ)デリバティブ　同左

(ハ)主たるたな卸資産 (ハ)主たるたな卸資産 (ハ)主たるたな卸資産

(a)製品　　主として個別法に

よる原価法

(a)製品　　同左 (a)製品　　同左

(b)原材料　主として移動平均

法による原価法

(b)原材料　同左 (b)原材料　同左

(c)仕掛品　主として個別法に

よる原価法

(c)仕掛品　同左 (c)仕掛品　同左

(2)重要な減価償却資産の減価償却

の方法

(2)重要な減価償却資産の減価償却

の方法

(2)重要な減価償却資産の減価償却

の方法

(イ)有形固定資産 (イ)有形固定資産 (イ)有形固定資産

(a)内国会社

 　定率法

　ただし、平成10年４月１日

以降に取得し、又は事業の用

に供した建物（建物附属設備

を除く）については、定額法

を採用しております。

　なお、取得価額が10万円以

上20万円未満の少額減価償却

資産については、３年均等償

却によっております。

　主な耐用年数は次のとおり

であります。

建物及び構築物

７～50年

機械装置及び運搬具

４～９年

(a)内国会社

同左

(a)内国会社

同左

(b)在外子会社

　見積耐用年数に基づく定額

法

(b)在外子会社

同左

(b)在外子会社

同左

(ロ)無形固定資産

　定額法

　ソフトウェア（自社利用分）

については、社内における利用

可能期間（５年）に基づく定額

法

(ロ)無形固定資産

同左

(ロ)無形固定資産

同左

(ハ)投資不動産

　定率法

(ハ)投資不動産

同左

(ハ)投資不動産

同左

(3)繰延資産の償却方法 (3)繰延資産の償却方法 (3)繰延資産の償却方法

(イ)新株発行費

　支出時に全額費用として処理

しております。

(イ)新株発行費

 ──────

(イ)新株発行費

　支出時に全額費用として処理

しております。
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項目

前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日

　至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

前連結会計年度

(自　平成17年４月１日

　至　平成18年３月31日)

(4)重要な引当金の計上基準 (4)重要な引当金の計上基準 (4)重要な引当金の計上基準

(イ)貸倒引当金

　在外子会社を除き、債権の貸

倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

(イ)貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備え

るため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に

回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。

(イ)貸倒引当金

同左

(ロ)賞与引当金

　在外子会社を除き、従業員の

賞与支給に備えるため、支給見

込額に基づき計上しております。

(ロ)賞与引当金

同左

(ロ)賞与引当金

同左

(ハ)退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき当中間連結会計期

間末において発生していると認

められる額を計上しております。

　数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数(５年)による定額法に

より按分した額を、それぞれ発

生の翌連結会計年度から費用処

理することとしております。

　

(ハ)退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき当中間連結会計期

間末において発生していると認

められる額を計上しております。

　数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数(５年)による定額法に

より按分した額を、それぞれ発

生の翌連結会計年度から費用処

理することとしております。

　過去勤務債務は、その発生時

における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（５年）

による定額法により費用処理し

ております。

(ハ)退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しております。

　数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数(５年)による定額法に

より按分した額を、それぞれ発

生の翌連結会計年度から費用処

理することとしております。

(5)重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、中間連

結決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。

　なお、在外子会社等の資産、負

債、収益及び費用は、中間決算日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は少数株主持分及び

資本の部における為替換算調整勘

定に含めております。

(5)重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、中間連

結決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。

　なお、在外子会社等の資産、負

債、収益及び費用は、中間決算日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は純資産の部におけ

る為替換算調整勘定及び少数株主

持分に含めております。

(5)重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。

　なお、在外子会社等の資産、負

債、収益及び費用は、連結決算日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は少数株主持分及び

資本の部における為替換算調整勘

定に含めております。
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項目

前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日

　至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

前連結会計年度

(自　平成17年４月１日

　至　平成18年３月31日)

(6)重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっており

ます。

(6)重要なリース取引の処理方法

同左

(6)重要なリース取引の処理方法

同左

(7)重要なヘッジ会計の方法 (7)重要なヘッジ会計の方法 (7)重要なヘッジ会計の方法

(イ)ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっており

ます。また、為替予約等が付さ

れている外貨建金銭債務につい

ては振当処理を採用しておりま

す。

(イ)ヘッジ会計の方法

同左

(イ)ヘッジ会計の方法

同左

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

通貨スワップ

ヘッジ手段

同左

ヘッジ手段

同左

ヘッジ対象

　為替変動による損失発生の

可能性がある在外子会社から

の原料輸入に伴う仕入債務

ヘッジ対象

同左

ヘッジ対象

同左

(ハ)ヘッジ方針

　当社経営会議で承認された基

本方針に従って、経営管理室が

取引の管理・実行を行っており、

経営会議に定期的に報告してお

ります。また、取引の契約先は

信用度の高い金融機関に限定し

ております。

(ハ)ヘッジ方針

同左

(ハ)ヘッジ方針

同左

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象の相場変動又は

キャッシュ・フロー変動の累計

とヘッジ手段の相場変動又は

キャッシュ・フロー変動の累計

とを比較し、これらの変動額を

基礎にして判定しております。

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法

同左

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法

同左

(8)その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

(8)その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

(8)その他連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

同左 同左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
　至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
　至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

(固定資産の減損に係る会計基準)

　当中間連結会計期間より、固定資

産の減損に係る会計基準（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」（企業会計審議会　平

成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号　平

成15年10月31日）を適用しておりま

す。これによる損益に与える影響は

ありません。

─────────── (固定資産の減損に係る会計基準)

　当連結会計年度より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会　平成14

年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号　平成15

年10月31日）を適用しております。

　　これにより、税金等調整前当期

純利益が45,239千円減少しておりま

す。

　セグメント情報に与える影響は、

ありません。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の連結財務諸表規則に基づき

各資産の金額から直接控除しており

ます。

─────────── (貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準)

　当中間連結会計期間より、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第５号　

平成17年12月９日）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準

適用指針第８号　平成17年12月９

日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当

する金額は42,867,893千円でありま

す。

　なお、当中間連結会計期間におけ

る中間連結貸借対照表の純資産の部

については、中間連結財務諸表規則

の改正に伴い、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しておりま

す。

　

───────────
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（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度末
（平成18年３月31日）

※１．投資不動産の減価償却累計額

76,879千円 

※２．───────────

※１．投資不動産の減価償却累計額

86,245千円 

※２．中間連結会計期間末日満期手形

　中間連結会計期間末日満期手形の会計処

理については、当中間連結会計期間の末日

が金融機関の休日でしたが、満期日に決済

が行われたものとして処理しております。

当中間連結会計期間末日満期手形の金額は、

次のとおりであります。

 受取手形 87,403千円 

 支払手形 80,988千円 

※１．投資不動産の減価償却累計額

69,799千円 

※２．───────────

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
　至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
　至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

※１．販売費及び一般管理費の主要なものは、

次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費の主要なものは、

次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費の主要なものは、

次のとおりであります。

給料・賞与 247,923千円

荷造運搬費 551,312

減価償却費 42,472

賞与引当金繰入額 50,427

退職給付費用 15,678

給料・賞与 251,076千円

荷造運搬費 553,199

減価償却費 39,631

賞与引当金繰入額 51,560

退職給付費用 14,104

給料・賞与 543,118千円

荷造運搬費 1,118,945

減価償却費 88,117

賞与引当金繰入額 49,186

退職給付費用 32,173

※２．───────────── ※２．固定資産売却益の内容は、次のとおりで

あります。

※２．固定資産売却益の内容は、次のとおりで

あります。

機械装置及び運搬具 758千円 投資不動産 15,647千円

※３　固定資産除却損の内容は、次のとおりで

あります。

※３．固定資産除却損の内容は、次のとおりで

あります。

※３．固定資産除却損の内容は、次のとおりで

あります。

機械装置及び運搬具 13,964千円 機械装置及び運搬具 664千円 機械装置及び運搬具 17,492千円
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末　

株式数（千株）

当中間連結会計期間

増加株式数（千株）

当中間連結会計期間

減少株式数（千株）

当中間連結会計期間

末株式数（千株）

 発行済株式     

 　　普通株式 32,808 － － 32,808

合計 32,808 － － 32,808

 自己株式     

 　　普通株式（注） 29 0 0 30

合計 29 0 0 30

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加及び減少は、単元未満株式の買取による増加及び買受による減少であります。

２．配当に関する事項

（１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月16日

定時株主総会
普通株式 491,681 15.0  平成18年３月31日  平成18年６月19日

（２）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資 

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成18年11月１日

取締役会
普通株式 491,671 利益剰余金 15.0  平成18年９月30日  平成18年12月８日

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
　至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
　至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 19,669,990千円

現金及び現金同等物 19,669,990

現金及び預金勘定 15,944,382千円

現金及び現金同等物 15,944,382

現金及び預金勘定 20,335,457千円

現金及び現金同等物 20,335,457
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①　リース取引

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
　至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

有形固定資
産のその他

48,803 13,223 35,580

合計 48,803 13,223 35,580

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

有形固定資
産のその他

72,723 20,393 52,330

合計 72,723 20,393 52,330

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

有形固定資
産のその他

71,839 15,935 55,903

合計 71,839 15,935 55,903

・「有形固定資産のその他」は工具・器具

及び備品であります。

・「有形固定資産のその他」は工具・器具

及び備品であります。

・「有形固定資産のその他」は工具・器具

及び備品であります。

(2)未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

(2)未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

(2)未経過リース料期末残高相当額

１年内 9,442千円

１年超 26,609千円

合計 36,051千円

１年内 14,025千円

１年超 39,132千円

合計 53,158千円

１年内 13,829千円

１年超 42,880千円

合計 56,710千円

(3)支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

(3)支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

支払リース料 5,726千円

減価償却費相当額 5,308千円

支払利息相当額 582千円

支払リース料 8,063千円

減価償却費相当額 7,521千円

支払利息相当額 757千円

支払リース料 10,896千円

減価償却費相当額 10,120千円

支払利息相当額 1,120千円

(4)減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

(4)減価償却費相当額の算定方法

同左

(4)減価償却費相当額の算定方法

同左

(5)利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については、利息法によって

おります。

(5)利息相当額の算定方法

同左

(5)利息相当額の算定方法

同左

 （減損損失について）

　　 リース資産に配分された減損損失はあ

りません。

 （減損損失について）

同左

 （減損損失について）

同左
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②　有価証券

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1)株式 1,696,187 1,871,882 175,694

(2)債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3)その他 － － －

合計 1,696,187 1,871,882 175,694

２．時価のない有価証券の主な内容

中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1)その他有価証券

非上場株式 15,000

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1)株式 1,709,764 2,152,612 442,847

(2)債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3)その他 － － －

合計 1,709,764 2,152,612 442,847

２．時価のない有価証券の主な内容

中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1)その他有価証券

非上場株式 15,000
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前連結会計年度末（平成18年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1)株式 1,696,377 2,445,337 748,959

(2)債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3)その他 － － －

合計 1,696,377 2,445,337 748,959

２．時価のない有価証券の主な内容

連結貸借対照表計上額（千円）

(1)その他有価証券

非上場株式 15,000

③　デリバティブ取引

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在）

　前中間連結会計期間における「デリバティブ取引」については、すべてがヘッジ会計適用であるため、記載し

ておりません。

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

　当中間連結会計期間における「デリバティブ取引」については、すべてがヘッジ会計適用であるため、記載し

ておりません。

前連結会計年度末（平成18年３月31日現在）

　前連結会計年度における「デリバティブ取引」については、すべてがヘッジ会計適用であるため、記載してお

りません。
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④　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１

日　至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

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

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。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）

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 9,659,531 576,274 10,235,806 － 10,235,806

(2)　セグメント間の内部売上高又

は振替高
27,831 772,101 799,933 (799,933) －

計 9,687,363 1,348,376 11,035,739 (799,933) 10,235,806

営業費用 7,195,396 1,219,775 8,415,172 (844,930) 7,570,241

営業利益 2,491,966 128,600 2,620,567 44,997 2,665,564

　（注）１．国又は地域の区分は、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又は地域

　その他の地域……米国、中華人民共和国、フランス共和国、ベルギー王国

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

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 9,839,248 984,372 10,823,620 － 10,823,620

(2)　セグメント間の内部売上高又

は振替高
20,920 633,077 653,997 (653,997) －

計 9,860,168 1,617,449 11,477,617 (653,997) 10,823,620

営業費用 7,324,749 1,387,415 8,712,165 (657,833) 8,054,332

営業利益 2,535,418 230,033 2,765,452 3,836 2,769,288

　（注）１．国又は地域の区分は、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又は地域

　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
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前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

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 20,078,663 1,682,630 21,761,293 － 21,761,293

(2)　セグメント間の内部売上高又

は振替高
41,536 1,528,127 1,569,663 (1,569,663) －

計 20,120,199 3,210,757 23,330,957 (1,569,663) 21,761,293

営業費用 14,768,600 2,811,223 17,579,824 (1,599,933) 15,979,890

営業利益 5,351,599 399,534 5,751,133 30,270 5,781,403

　（注）１．国又は地域の区分は、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又は地域

　その他の地域……米国、中華人民共和国、フランス共和国、ベルギー王国

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１

日　至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　海外売上高は、いずれも連結売上高の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。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
　至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
　至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額

 1,204円18銭       1,314円34銭       1,266円47銭

１株当たり中間純利益 １株当たり中間純利益 １株当たり当期純利益

50円18銭   50円38銭        105円52銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

（追加情報）

　「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）が平成18年１月31日付

で改正されたことに伴い、当中間連結

会計期間から繰延ヘッジ損益（税効果

調整後）の金額を普通株式に係る中間

期末の純資産額に含めております。

　なお、前連結会計年度末において採

用していた方法により算定した当中間

連結会計期間末の１株当たり純資産額

は、1,307.82円であります。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
　至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
　至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

　中間（当期）純利益（千円） 1,639,843 1,651,394 3,499,147

　普通株主に帰属しない金額（千円） － － 51,100

　（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (51,100)

　普通株式に係る中間（当期）純利益

　（千円）
1,639,843 1,651,394 3,448,047

　期中平均株式数（千株） 32,677 32,778 32,676
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
　至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
　至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

　　　　───────────── （自己株式の取得に関する事項の決定）

　　平成18年10月13日開催の当社取締役会に

　おいて、会社法165条第３項の規定により

　読み替え適用される同法156条の規定に基

　づき自己株式を買い受けることを決議い

　たしました。その概要は次の通りであり

　ます。

　１．自己株式の取得を行う理由

　　　　株主への一層の利益還元と企業環境

　　　の変化に対応した機動的な資本政策の

　　　遂行を可能とするため、自己株式の取

　　　得を行うものであります。

　２．取得の内容

　　　(1)　取得する株式の種類

　　　　　　当社普通株式

　　　(2)　取得する株式の総数

　　　　　　2,000,000株（上限）（発行済

　　　　　　株式総数に対する割合6.1％）

　　　(3)　株式の取得価額の総額

　　　　　　6,000,000千円（上限）

　　　(4)　取得の時期

　　　　　　平成18年10月16日から平成19年

　　　　　　４月27日まで

　　　　─────────────
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５．製品別売上明細表
 （単位：千円）

区分

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

金額
構成比
％

金額
構成比
％

金額
構成比
％

液体スープ 2,161,616 21.1 2,014,503 18.6 4,227,091 19.4

液体天然調味料 5,503,328 53.8 6,147,893 56.8 12,111,120 55.7

製品 粉体天然調味料 1,399,511 13.6 1,488,889 13.8 3,060,290 14.1

その他 478,854 4.7 446,542 4.1 945,957 4.3

小計 9,543,310 93.2 10,097,828 93.3 20,344,460 93.5

液体天然調味料 656,998 6.4 691,774 6.4 1,346,457 6.2

商品 粉体天然調味料 35,497 0.4 34,017 0.3 70,376 0.3

小計 692,495 6.8 725,792 6.7 1,416,833 6.5

合計 10,235,806 100.0 10,823,620 100.0 21,761,293 100.0

（注）１．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。

２．消費税等は含まれておりません。

６．主要製品の期中受注高及び受注残高
　当社は、受注生産方式は採用せず、統計資料により見込生産を行っております。
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