
  

１．平成25年３月期第１四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

  

 

  

  

  

   平成25年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
        平成24年８月８日

上場会社名  アリアケジャパン株式会社 上場取引所   東

コード番号  2815 ＵＲＬ   http://www.ariakejapan.com/

代表者 （役職名）  代表取締役社長 （氏名）  田川 智樹

問合せ先責任者 （役職名）  執行役員 経営管理室 部長 （氏名）  宮川 明夫 ＴＥＬ   03-3791-3301

四半期報告書提出予定日  平成24年８月８日 配当支払開始予定日  －

四半期決算補足説明資料作成の有無：  無       

四半期決算説明会開催の有無      ：  無     

  百万円未満切捨て

（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 ％ 

25年３月期第１四半期  7,788  6.8  1,227  24.9  1,086  12.2  576  19.8

24年３月期第１四半期  7,289  20.7  982  29.5  968  273.9  481  3,423.3

（注）包括利益 25年３月期第１四半期 969百万円（ ％） 19.6   24年３月期第１四半期 810百万円 （ ％） －

  
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 

25年３月期第１四半期  18.13  －

24年３月期第１四半期  15.13  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年３月期第１四半期  50,979  42,678  83.2

24年３月期  50,929  42,345  82.7

（参考）自己資本 25年３月期第１四半期 42,414百万円   24年３月期 42,103百万円 

  
年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 
  円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 
24年３月期  － 20.00 － 20.00  40.00

25年３月期  －       
25年３月期（予想）   20.00 － 20.00  40.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

  （％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

  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（累計）  16,060  5.8  2,655  27.6  2,834  67.6  1,612  90.3  50.65

通期  35,303  12.0  5,828  18.0  6,102  24.6  3,511  35.8  110.31

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

  

  

（注）詳細は、添付資料３頁「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」（２）四半期連結財務諸表の作成に特

有の会計処理の適用」をご覧ください。 

  
  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間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）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 有

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更       ： 無

②  ①以外の会計方針の変更                     ： 無

③  会計上の見積りの変更                       ： 無

④  修正再表示                                 ： 無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期１Ｑ 32,808,683株 24年３月期 32,808,683株

②  期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 980,508株 24年３月期 980,402株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 31,828,229株 24年３月期１Ｑ 31,828,400株

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書レビュー手続きの対象外でありますが、この四半期決

算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書レビュー手続きは終了しており、平成24年8月6日

付で四半期レビュー報告書を受領しています。

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。



   

   

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  3

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  3

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ……………………………………………………………………………  3

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………  3

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………………………  3

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  3

（４）追加情報 ……………………………………………………………………………………………………………  3

３．継続企業の前提に関する重要事象等 …………………………………………………………………………………  3

４．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（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 ………………………………………………………  6

四半期連結損益計算書    

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

四半期連結包括利益計算書    

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  7

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  8

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  8

（５）セグメント情報等 …………………………………………………………………………………………………  8

（６）重要な後発事象 ……………………………………………………………………………………………………  8

アリアケジャパン㈱ （2815） 平成25年3月期　第１四半期決算短信

1



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日～平成24年６月30日）におけるわが国経済は、東日本大震災からの

復興等を背景として緩やかな回復基調をたどりましたが、その一方で円高是正が進まず、電力の供給不足懸念が収ま

らないことに加えて、海外の経済成長の減速がわが国に与える影響もあり、予断を許さない状況が続きました。 

食品業界におきましても、市場規模拡大の望めない環境下、厳しい展開を強いられております。 

かかる状況のもと、当社グループは、天然調味料における世界的なリーディングカンパニーとして、健康で豊かな

食文化を広めることを使命とし、グローバルな事業展開を推進してまいりました。 

  

この結果、当第１四半期連結累計期間の経営成績は、以下のとおりとなりました。 

まず、当社（アリアケジャパン㈱）の売上高は、顧客のニーズを先取りしたきめ細かい拡販努力が奏功し、前年同

期比9.8％増（586百万円増）の6,548百万円となりました。また、連結売上高は前年同期比6.8％増（498百万円増）

の7,788百万円となりました。 

次に営業利益に関しましては、当社は売上高増加に伴う利益増加等により、前年同期比20.5％増（219百万円増）

の1,286百万円となりました。 

連結営業利益は、主として当社の収益改善が貢献して、前年同期比24.9％増（244百万円増）の1,227百万円となり

ました。 

また、経常利益につきましては、当社はデリバティブ取引の評価損益を含む為替差損益が悪化したものの（前期99

百万円の損失、当期292百万円の損失）、営業利益の増加や受取利息および受取配当金の増加に支えられ、前年同期

比 15.9％増（168百万円増）の1,223百万円となりました。また連結経常利益は、前年同期比12.2％増（117百万円

増）の1,086百万円となりました。 

四半期純利益につきましては、当社は750百万円（前年同期比143百万円増）、連結四半期純利益は576百万円（前

年同期比95百万円増）となりました。 

  

なお、当社および連結子会社の地域ごとの業績は、以下のとおりです。 

 ・売 上 高                                                       （単位：億円）  

  

・経常利益                                                        （単位：億円）  

※配当調整は、台湾有明食品股份有限公司（71百万円）、および青島有明食品有限公司（10百万円）からの配

当金に係るもの。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

  平成25年３月期第１四半期 平成24年３月期第１四半期 差 額 

アリアケジャパン㈱  65.5  59.6  5.9

                   

米  国  4.0  3.8  0.2

ア ジ ア  5.1  4.7  0.4

欧  州  2.2  3.7  △1.5

日  本  1.1  1.1  0.0

子 会 社 計  12.4  13.3  △0.9

合   計  77.9  72.9  5.0

  平成25年３月期第１四半期 平成24年３月期第１四半期 差 額 

アリアケジャパン㈱  12.2  10.5  1.7

                   

米  国  0.1  0.2  △0.1

ア ジ ア  1.0  1.0  0.0

欧  州  △1.6  △2.0  0.4

日  本  0.0  0.0  0.0

※ 配 当 調 整  △0.8  △0.0  △0.8

子 会 社 計  △1.3  △0.8  △0.5

合   計  10.9  9.7  1.2
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 （２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ50百万円増加し、50,979百万円となりまし

た。 

負債は、主として未払法人税等の減少により、前連結会計年度末に比べ282百万円減少し、8,301百万円となりま

した。純資産は、前連結会計年度末に比べ332百万円増加し、42,678百万円となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、現時点では平成24年５月11日開示の数値から変更ありません。 

  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

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。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

（４）追加情報 

該当事項はありません。 

  

  

  該当事項はありません。  

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等

アリアケジャパン㈱ （2815） 平成25年3月期　第１四半期決算短信

3



４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,383,293 4,089,987

受取手形及び売掛金 6,762,530 6,487,916

有価証券 2,500,000 2,500,000

商品及び製品 2,457,591 2,827,101

仕掛品 623,750 681,121

原材料及び貯蔵品 1,566,457 1,751,537

繰延税金資産 186,520 186,373

その他 283,513 404,315

貸倒引当金 △1,617 △1,980

流動資産合計 19,762,039 18,926,374

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 19,090,627 19,507,738

減価償却累計額 △8,445,690 △8,690,739

建物及び構築物（純額） 10,644,936 10,816,999

機械装置及び運搬具 20,501,578 20,980,241

減価償却累計額 △15,247,228 △15,670,321

機械装置及び運搬具（純額） 5,254,350 5,309,920

土地 4,371,883 4,409,570

リース資産 44,156 44,156

減価償却累計額 △6,940 △9,091

リース資産（純額） 37,215 35,065

建設仮勘定 1,291,895 1,791,276

その他 808,352 820,580

減価償却累計額 △730,483 △742,459

その他（純額） 77,869 78,121

有形固定資産合計 21,678,150 22,440,953

無形固定資産 133,659 134,552

投資その他の資産   

投資有価証券 8,021,980 8,174,971

長期貸付金 136,384 131,205

投資不動産（純額） 539,701 538,305

繰延税金資産 56,294 64,302

その他 601,444 569,549

貸倒引当金 △30 △302

投資その他の資産合計 9,355,776 9,478,031

固定資産合計 31,167,586 32,053,537

資産合計 50,929,626 50,979,911
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,944,067 3,035,868

短期借入金 723,477 676,999

リース債務 9,032 9,032

未払法人税等 1,427,887 535,012

賞与引当金 180,340 63,787

役員賞与引当金 56,000 －

その他 1,704,211 2,396,255

流動負債合計 7,045,015 6,716,955

固定負債   

長期借入金 388,700 410,950

リース債務 30,044 27,786

繰延税金負債 38,639 41,796

退職給付引当金 583,336 589,837

役員退職慰労引当金 305,277 309,824

その他 193,309 204,586

固定負債合計 1,539,307 1,584,780

負債合計 8,584,322 8,301,736

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 30,818,154 30,758,515

自己株式 △2,059,169 △2,059,341

株主資本合計 43,687,950 43,628,138

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 485,008 453,341

為替換算調整勘定 △2,069,323 △1,666,754

その他の包括利益累計額合計 △1,584,315 △1,213,413

少数株主持分 241,669 263,450

純資産合計 42,345,304 42,678,175

負債純資産合計 50,929,626 50,979,911
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 7,289,287 7,788,011

売上原価 5,054,742 5,224,258

売上総利益 2,234,544 2,563,753

販売費及び一般管理費 1,252,228 1,336,672

営業利益 982,316 1,227,080

営業外収益   

受取利息 16,322 39,321

受取配当金 44,747 38,705

受取家賃 7,899 7,844

デリバティブ評価益 111,686 －

補助金収入 － 38,918

その他 26,537 34,615

営業外収益合計 207,192 159,404

営業外費用   

支払利息 10,571 11,487

為替差損 203,321 204,156

デリバティブ評価損 － 71,519

その他 6,756 12,559

営業外費用合計 220,650 299,723

経常利益 968,858 1,086,762

特別損失   

投資有価証券評価損 10,344 －

特別損失合計 10,344 －

税金等調整前四半期純利益 958,514 1,086,762

法人税等 470,867 502,954

少数株主損益調整前四半期純利益 487,646 583,808

少数株主利益 6,120 6,882

四半期純利益 481,525 576,925

アリアケジャパン㈱ （2815） 平成25年3月期　第１四半期決算短信

6



（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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 487,646 583,808

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △32,627 △31,666

為替換算調整勘定 355,937 417,468

その他の包括利益合計 323,310 385,801

四半期包括利益 810,956 969,609

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 797,181 947,827

少数株主に係る四半期包括利益 13,775 21,781
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該当事項はありません。   

   

   

該当事項はありません。   

   

   

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。    

  

  

該当事項はありません。   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

（６）重要な後発事象
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