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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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 ％

21年3月期第2四半期 10,715 ― 1,269 ― 591 ― 125 ―

20年3月期第2四半期 11,175 3.2 1,969 △28.9 1,816 △34.3 1,003 △39.2

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

21年3月期第2四半期 3.94 ―

20年3月期第2四半期 31.21 ―

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

21年3月期第2四半期 52,142 42,939 81.8 1,340.35
20年3月期 51,416 43,251 84.1 1,349.94

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  42,663百万円 20年3月期  42,969百万円

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

20年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
21年3月期 ― 20.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 20.00 40.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

通期 23,358 1.7 3,205 △21.3 2,707 △22.5 1,246 △32.7 39.14

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、３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） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(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 
(1)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については、３ページ【定性的情報・
財務諸表】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
(2)当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  32,808,683株 20年3月期  32,808,683株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  978,604株 20年3月期  977,950株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  31,830,496株 20年3月期第2四半期  32,161,185株
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【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 

 当第２四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）におけるわが国経済は、原油などの資源・

商品価格の高騰や、米国のサブプライム・ローン問題に端を発した世界的な金融不安が、企業のコストを押し上げる

とともに消費マインドを冷やす中、景気の減速感が一段と高まりました。 

 食品業界におきましても、上記の影響を受けた原材料価格の上昇に加え、食の安全を脅かす事件の頻発による消費

者の不信感が高まり、経営環境はさらに厳しさを増しております。 

 このような状況下において、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、顧客のニーズを先取り

し、国内外の既存事業の拡充と新規事業の積極的な展開を図ると共に、「食の安全」と「高品質」の維持・確保に努

めております。 

 当社は、天然調味料事業を日本だけでなく世界的規模で拡大すべく、この数年にわたり、約200億円におよぶ大型

設備投資を行い、日本を中心として米国、中国、台湾、ベルギー、フランスを生産・販売拠点とする「世界６極体

制」を完成させました。この世界６極体制により、高品質な商品を安定的に供給できる 適生産方式を確立し、多く

の顧客のあらゆるニーズに対応できる体制としました。 

 また、当社では抜本的な経営改革を行っており、当第２四半期累計期間は原価割れの製品群の削減を実施する一方

で値上げを行わない等、顧客との協調にも努力しました。更に、欧州からの新商品のマーケティングにも着手いたし

ております。 
  
 上記諸施策の結果、当第２四半期累計期間の経営成績は、以下の通りとなりました。 

 まず、売上高は、当社（アリアケジャパン㈱）は、国内の諸物価高騰による消費マインド低下の影響、また食品業

界内での競争激化もあって、売上高は前年同期比で 2.8%減少しました。加工食品分野では中食を中心に拡販努力が

奏功して、前年同期比で 0.6%売上を伸ばしましたが、即席麺向けは前年同期比 5.6%減少しました。さらに外食産業

向けは、ガソリン価格の値上げや消費者の消費抑制意識の高まりを反映して、前年同期比 4.5%減少いたしました。 

 当社グループの売上高に関しましては、海外の景気後退感や、中国での食の不信感を増幅する事件等での消費の冷

え込みにより、前年同期比 4.1%減少しました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は 10,715百万円となり、前年同期比 460百万円（4.1%）の減収と

なりました。また対計画では 708百万円（6.2%）の未達となりました。 

なお、当社の売上高は 9,369百万円で、前年同期比で 274百万円（2.8%）減収となりました。 

次に、当社の経常利益は、売上高減少に伴う利益減の他、原料費のコスト増（約211百万円）や、原油価格高騰を

背景としたエネルギーコストの上昇（約117百万円）による売上原価アップがあり収益を圧迫しました。 

また、当社は十数年来海外子会社からの輸入に係わる為替ヘッジを目的として締結し、実行してきた長期為替予

約取引の評価損益を、今期から損益として計上するよう会計方針の変更を行ったことにより、デリバティブ評価損と

して約488百万円を営業外費用に計上しました。この結果、当社の経常利益として 1,034百万円を計上いたしまし

た。これは前年同期比で 778百万円（43.0%）の減益となります。 

連結経常利益では、当社の経常利益減少に加えて、欧州子会社のスタート時の初期費用増加もあり、結果として

当第２四半期連結累計期間の経常利益は 591百万円と、前年同期比 1,225百万円（67.5%）減少しました。また、対

計画では 1,027百万円（63.5%）の未達となりました。 

 次に、当第２四半期累計期間の単体純利益は 571百万円と前年同期比 487百万円（46.0%）減少しました。 

 また、当第２四半期連結累計期間の純利益は、125百万円で前年同期比 878百万円（87.5%）減少しました。対計画

では 616百万円（83.1%）未達となりました。 
  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間の財政状態は、大型設備投資が一巡したことにより、安定的な収益増に伴う資金増の傾

向となりました。 

 総資産は、売上代金の順調な回収等の結果、前連結会計年度末に比べ 726百万円増加し 52,142百万円となりまし

た。 

 負債は、主として海外子会社の借入金の増加等によって、前連結会計年度末に比べ 1,039百万円増加し、9,203百

万円となりました。 

 また純資産は、配当金の支払等の結果、前連結会計年度末に比べ 312百万円減少し、42,939百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上代金の回収等によって 1,433百万円となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預け入れによる支出 4,000百万円等により、△5,032百万円と

なりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、海外子会社の借入金増加により、357百万円となりました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の残高は、8,371百万円となりました。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

 昨今の景気動向に鑑み、食品業界における全般的な消費停滞傾向は否めず、当社グループの通期の見通しにつきま

しては、平成20年5月14日に公表いたしました業績予想を下方修正し、連結売上高は23,358百万円、連結経常利益は

2,707百万円を予定しており、本日平成20年11月11日に公表しております。 

 また、単体の売上高は20,500百万円、経常利益は3,410百万円を予定しており、これも同日公表しております。 
  

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） 

 該当事項はありません。 
  

（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 

①固定資産の減価償却の算定方法  

 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２四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、簿価引き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２四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。 
  

（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 

①当第１四半期連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期

財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。 

 また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりまし

たが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年

７月５日）が適用されてことに伴い、主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞ

れ37,413千円減少しております。 

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告書第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

 なお、これにより損益に与える影響はありません。 

④重要なヘッジ会計の方法 

 ヘッジ会計の要件を満たす外貨建金銭債権債務に係る為替予約取引については、従来、振当処理の要件を

満たしている為替予約については振当処理を、予定取引に係る為替予約については繰延ヘッジ処理を採用し

ておりましたが、財務管理体制を踏まえて検討した結果、外貨建金銭債権債務及びデリバティブ取引の状況

をより明確に連結財務諸表に反映させるため、第１四半期連結会計期間から「金融商品に関する会計基準」

による会計処理に変更しております。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ488,804

千円減少しております。 

  

（追加情報） 

有形固定資産の耐用年数の変更 

 当社の機械装置については、従来、耐用年数を９年としておりましたが、第１四半期連結会計期間より10

年に変更しました。この変更は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の一部改正によるものであり

ます。 

 なお、これにより損益に与える影響は軽微であります。 
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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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,371,014 11,620,276

受取手形及び売掛金 4,626,639 4,637,999

担保差入有価証券 131,540 126,949

商品 100,259 79,424

製品 1,638,790 1,560,219

原材料 1,342,619 1,031,260

仕掛品 419,906 485,944

繰延税金資産 98,019 98,019

未収消費税等 － 342,645

その他 723,647 540,773

貸倒引当金 △8,321 △8,232

流動資産合計 21,444,115 20,515,281

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 18,790,079 18,765,575

減価償却累計額 △6,362,922 △6,043,107

建物及び構築物（純額） 12,427,156 12,722,468

機械装置及び運搬具 19,916,269 20,019,801

減価償却累計額 △12,563,388 △12,050,484

機械装置及び運搬具（純額） 7,352,880 7,969,317

土地 4,578,673 4,577,379

建設仮勘定 2,676,650 1,767,172

その他 863,473 892,950

減価償却累計額 △729,602 △710,690

その他（純額） 133,870 182,259

有形固定資産合計 27,169,232 27,218,597

無形固定資産 106,265 116,936

投資その他の資産   

投資有価証券 1,835,630 1,765,954

長期貸付金 96,409 97,222

投資不動産（純額） 560,521 563,656

繰延税金資産 337,545 487,612

その他 593,481 651,442

貸倒引当金 △258 △272

投資その他の資産合計 3,423,329 3,565,618

固定資産合計 30,698,828 30,901,151

資産合計 52,142,944 51,416,433
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,885,215 1,924,413

短期借入金 3,522,248 2,693,236

未払法人税等 451,235 667,008

賞与引当金 142,805 143,697

役員賞与引当金 － 59,700

その他 1,717,677 1,018,342

流動負債合計 7,719,182 6,506,398

固定負債   

退職給付引当金 591,771 604,370

役員退職慰労引当金 271,687 263,019

繰延税金負債 99,449 98,796

その他 521,632 691,931

固定負債合計 1,484,541 1,658,118

負債合計 9,203,723 8,164,516

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 29,014,252 29,366,388

自己株式 △2,056,988 △2,055,864

株主資本合計 41,886,228 42,239,489

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △13,605 △9,228

繰延ヘッジ損益 － △224,189

為替換算調整勘定 790,829 963,503

評価・換算差額等合計 777,223 730,085

少数株主持分 275,768 282,342

純資産合計 42,939,220 43,251,917

負債純資産合計 52,142,944 51,416,433
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 10,715,039

売上原価 7,402,583

売上総利益 3,312,455

販売費及び一般管理費 2,042,525

営業利益 1,269,930

営業外収益  

受取利息 22,736

受取配当金 27,309

受取家賃 14,623

為替差益 3,212

有価証券売却益 18,542

その他 93,382

営業外収益合計 179,806

営業外費用  

支払利息 58,112

デリバティブ評価損 488,804

海外新事業費用 260,166

その他 51,610

営業外費用合計 858,694

経常利益 591,042

特別利益  

固定資産売却益 1,898

特別利益合計 1,898

特別損失  

投資有価証券評価損 48,475

特別損失合計 48,475

税金等調整前四半期純利益 544,465

法人税等 419,831

少数株主損失（△） △690

四半期純利益 125,324
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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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 544,465

減価償却費 1,048,273

のれん償却額 9,831

貸倒引当金の増減額（△は減少） 75

退職給付引当金の増減額（△は減少） △12,599

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,668

賞与引当金の増減額（△は減少） △892

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △59,700

受取利息及び受取配当金 △50,045

支払利息 58,112

為替差損益（△は益） △4,242

有価証券売却損益（△は益） △18,542

有価証券評価損益（△は益） 23,730

投資有価証券評価損益（△は益） 48,475

売上債権の増減額（△は増加） △1,556

たな卸資産の増減額（△は増加） △375,810

仕入債務の増減額（△は減少） △76,751

その他 904,859

小計 2,046,350

利息及び配当金の受取額 50,045

利息の支払額 △58,112

法人税等の支払額 △604,979

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,433,303

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △4,000,000

有価証券の取得による支出 △377,883

有価証券の売却による収入 297,392

有形固定資産の取得による支出 △858,891

有形固定資産の売却による収入 2,048

投資有価証券の取得による支出 △92,191

貸付けによる支出 △4,121

貸付金の回収による収入 4,273

その他 △3,613

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,032,986

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 835,807

自己株式の取得による支出 △1,144

配当金の支払額 △477,001

その他 16

財務活動によるキャッシュ・フロー 357,678

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,256

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,249,261

現金及び現金同等物の期首残高 11,620,276

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,371,014
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

  

（５）セグメント情報  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30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。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

（注）１．国又は地域は、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 

３．会計処理方法の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「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」（1）に記載のとおり、第１四半期連

結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準９号 平成18年７月５日）を適用してお

ります。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、日本

で37,413千円減少しております。  

  

  
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  9,586,165  1,128,873  10,715,039     －  10,715,039

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 9,488  605,164  614,653 (614,653)       － 

計  9,595,654  1,734,037  11,329,692 (614,653)    10,715,039

営業利益（又は営業損失）  1,520,009     (512,261)  1,007,747  262,182     1,269,930

〔海外売上高〕  

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

注）１．国又は地域は、地理的近接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あります。 

(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、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

  北米 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  423,973  764,017  1,187,991

Ⅱ 連結売上高（千円）                      －                      －  10,715,039

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 4.0  7.1  11.1

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

8



  

「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        11,175,220  100.0

Ⅱ 売上原価        7,189,009  64.3

売上総利益        3,986,210  35.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費        2,016,732  18.1

営業利益        1,969,478  17.6

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息及び配当金  46,683            

２．為替差益  12,617            

３．受取家賃  13,398            

４．その他  27,918  100,617  0.9

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  40,541            

２．海外新事業費用  173,963            

３．その他  39,186  253,692  2.3

経常利益        1,816,403  16.2

Ⅵ 特別利益                  

１．固定資産売却益  850            

２．企業立地促進事業費補助金  200,000  200,850  1.8

Ⅶ 特別損失                  

１．固定資産除却損  19,639            

２．投資有価証券評価損  387            

３．役員退職慰労引当金繰入額  248,574            

４．減損損失  20,043            

５．その他  15,884  304,528  2.7

税金等調整前中間純利益        1,712,725  15.3

法人税、住民税及び事業税  772,849            

法人税等調整額 △64,650  708,199  6.3

少数株主利益        864  0.0

中間純利益        1,003,661  9.0
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（２）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19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益  1,712,725

減価償却費  1,032,390

のれん償却額  9,831

減損損失  20,043

企業立地促進事業費補助金 △200,000

貸倒引当金の増加額又は減少額  137

退職給付引当金の増加額又は減少額 △10,278

役員退職慰労引当金の増加額  257,239

受取利息及び受取配当金 △46,683

支払利息  40,541

売上債権の増加額 △283,869

たな卸資産の増加額又は減少額 △181,967

仕入債務の増加額  83,842

未払消費税等の増加額又は減少額  304,113

役員賞与の支払額 △52,300

その他 △656,491

小計  2,029,275

利息及び配当金の受取額  46,683

利息の支払額 △40,541

法人税等の支払額 △822,133

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,213,282

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 △3,940,143

投資有価証券の取得による支出 △30,928

貸付金による支出 △595

貸付金の回収による収入  6,153

補助金受入による収入  238,594

その他 △11,239

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,738,159

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金の増加額  2,480,399

自己株式の取得による支出 △252,871

自己株式の売却による支出  325

配当金の支払額 △483,734

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,744,119

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  53,944

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △726,813

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  12,928,393

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  12,201,580
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（３）セグメント情報 

〔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19年４月１日 至平成19年９月30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。

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 （注）１．国又は地域は、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 

  

  
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  9,890,917  1,284,303  11,175,220     －  11,175,220

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 27,433  674,468  701,901     (701,901)     － 

計  9,918,350  1,958,771  11,877,121     (701,901)  11,175,220

営業費用  8,059,457  1,829,148  9,888,606     (682,864)  9,205,742

営業利益  1,858,892  129,622  1,988,515     (19,036)  1,969,478

〔海外売上高〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接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あります。 

  (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 

  北米 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  681,273  711,186  1,392,460

Ⅱ 連結売上高（千円） － －  11,175,220

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 6.1  6.4  12.5
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