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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40期

第１四半期
連結累計期間

第41期
第１四半期
連結累計期間

第40期

会計期間
自平成29年４月１日
至平成29年６月30日

自平成30年４月１日
至平成30年６月30日

自平成29年４月１日
至平成30年３月31日

売上高（千円） 12,315,704 12,875,662 54,348,006

経常利益（千円） 2,643,471 2,986,704 11,570,512

親会社株主に帰属する四半期（当期）純利

益（千円）
1,862,972 2,039,354 8,099,915

四半期包括利益又は包括利益（千円） 1,561,033 1,507,655 10,595,821

純資産額（千円） 65,634,765 74,060,818 74,027,684

総資産額（千円） 77,151,771 86,163,220 87,026,932

１株当たり四半期（当期）純利益（円） 58.54 64.09 254.54

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）

純利益（円）
－ － －

自己資本比率（％） 84.61 85.42 84.55

（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．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を当第1四半

期連結会計期間の期首から適用しており、前第1四半期連結累計期間及び前連結会計年度に係る主要な経営

指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

 

 

２【事業の内容】

　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。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

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。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

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) 財政状態及び経営成績の状況

当第１四半期連結累計期間（平成30年４月１日～平成30年６月30日）におけるわが国経済は、企業収益の回復や

雇用情勢の改善等により、緩やかながらも回復基調を続けてまいりました。しかしながら海外経済の不確実性が懸

念されるなど、依然不透明な状況が続いております。

このような状況下で、当社グループは「世界８極体制」を構築しているグローバルエンタープライズとして、ま

た、天然調味料におけるリーディングカンパニーとして顧客ニーズを先取りし、全世界の既存事業の拡充と、新規

事業の積極的な展開を図りつつ、「食の安全」「健康」「おいしさ」を追求してきました。

その結果、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。

 

ａ．財政状態

当第１四半期連結累計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ863百万円減少の86,163百万円となりまし

た。

当第１四半期連結累計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ896百万円減少の12,102百万円となりまし

た。

当第１四半期連結累計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ33百万円増加の74,060百万円となりまし

た。

 

ｂ．経営成績

当第１四半期連結累計期間の売上高は12,875百万円（前年同期比559百万円増）となりました。

また、営業利益は2,750百万円（前年同期比264百万円増）、経常利益は2,986百万円（前年同期比343百万円

増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は2,039百万円（前年同期比176百万円増）となりました。

 

(2) 経営方針・経営戦略等

当第１四半期連結累計期間において、経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

 

(3) 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。

 

(4) 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、スープ類の試作及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ありま

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95百万円であります。

 

(5) 経営成績に重要な影響を与える要因

食品業界におきましては、単身世帯の増加に伴い中食市場は拡大する一方、人手不足による人件費増大と言った

逆風にもさらされております。

しかしながら、当社グループは日本国内にとどまらず、グローバルエンタープライズとして世界的な規模で企業

活動を展開し、いかなる情勢にあっても収益を確保する体制を構築しております。

 

(6) 経営者の問題意識と今後の方針について

日本国内の食品業界は、少子高齢化という避けることのできない命題を抱え、今後の大きな発展は容易ではない

環境にあります。

このような環境下にあって、当社グループは世界各地で増設した生産設備を背景とした、全世界でのマーケティ

ングを展開しております。

今後とも諸施策を着実に実行して成果を上げ、収益の安定的な増大を実現して、計画どおりの売上高・利益を達

成する所存であります。
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３【経営上の重要な契約等】

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。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 130,000,000

計 130,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成30年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成30年８月３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】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（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】

該当事項はありません。

 

（４）【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30年４月１日～

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

 

（５）【大株主の状況】

　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。

 

EDINET提出書類

アリアケジャパン株式会社(E00486)

四半期報告書

 5/15



（６）【議決権の状況】

　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30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。

①【発行済株式】

 

平成30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　　　　 986,600 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　　　31,770,300 317,703 －

単元未満株式 普通株式　　　　　51,783 － －

発行済株式総数 32,808,683 － －

総株主の議決権 － 317,703 －

　（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】

平成30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
986,600 － 986,600 3.01

計 － 986,600 － 986,600 3.01

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

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、第１四半期連結会計期間（平成30年４月１日から平

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

結財務諸表について太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

　なお、優成監査法人は平成30年７月２日付をもって太陽有限責任監査法人と合併し、名称を太陽有限責任監査法人

に変更しております。
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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30年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成30年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 29,816,304 28,752,316

受取手形及び売掛金 ※２ 10,665,763 ※２ 9,808,545

有価証券 500,000 1,500,000

商品及び製品 3,836,679 3,993,595

仕掛品 895,113 984,256

原材料及び貯蔵品 2,378,687 2,518,788

その他 514,754 599,034

貸倒引当金 △1,845 △1,467

流動資産合計 48,605,456 48,155,069

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 25,094,171 24,685,245

減価償却累計額 △13,155,347 △13,173,067

建物及び構築物（純額） 11,938,823 11,512,177

機械装置及び運搬具 27,289,207 26,967,722

減価償却累計額 △21,383,024 △21,376,049

機械装置及び運搬具（純額） 5,906,183 5,591,673

土地 4,561,727 4,530,605

リース資産 115,002 114,823

減価償却累計額 △76,390 △79,691

リース資産（純額） 38,612 35,131

建設仮勘定 1,241,053 1,734,132

その他 1,121,727 1,116,967

減価償却累計額 △943,293 △946,389

その他（純額） 178,434 170,578

有形固定資産合計 23,864,833 23,574,299

無形固定資産   

のれん 580,394 536,975

その他 138,653 130,222

無形固定資産合計 719,048 667,198

投資その他の資産   

投資有価証券 ※１ 12,802,571 ※１ 12,737,139

長期貸付金 18,315 17,954

投資不動産（純額） 660,040 658,396

繰延税金資産 11,472 11,192

その他 345,323 342,099

貸倒引当金 △129 △129

投資その他の資産合計 13,837,593 13,766,653

固定資産合計 38,421,475 38,008,151

資産合計 87,026,932 86,163,220
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成30年６月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※２ 4,792,824 ※２ 4,375,039

短期借入金 24,532 23,728

リース債務 14,389 14,379

未払法人税等 1,806,634 1,050,279

賞与引当金 255,987 258,314

役員賞与引当金 70,000 －

その他 2,170,088 2,389,303

流動負債合計 9,134,456 8,111,044

固定負債   

リース債務 27,008 23,292

繰延税金負債 2,238,640 2,365,568

役員退職慰労引当金 126,110 128,240

退職給付に係る負債 1,168,585 1,182,794

その他 304,447 291,461

固定負債合計 3,864,791 3,991,357

負債合計 12,999,247 12,102,401

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,095,096 7,095,096

資本剰余金 7,840,343 7,840,343

利益剰余金 55,255,026 55,830,570

自己株式 △2,088,405 △2,089,720

株主資本合計 68,102,060 68,676,289

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 4,650,893 4,953,867

為替換算調整勘定 895,680 37,566

退職給付に係る調整累計額 △70,253 △63,253

その他の包括利益累計額合計 5,476,319 4,928,180

非支配株主持分 449,304 456,348

純資産合計 74,027,684 74,060,818

負債純資産合計 87,026,932 86,163,220
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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29年４月１日
　至　平成29年６月30日)

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

売上高 12,315,704 12,875,662

売上原価 ※１ 8,040,013 ※１ 8,302,471

売上総利益 4,275,691 4,573,191

販売費及び一般管理費 ※１ 1,789,164 ※１ 1,822,462

営業利益 2,486,526 2,750,728

営業外収益   

受取利息 12,468 13,234

受取配当金 85,024 85,458

受取家賃 9,079 9,555

為替差益 8,438 13,952

デリバティブ評価益 － 89,275

その他 57,352 34,028

営業外収益合計 172,363 245,505

営業外費用   

支払利息 237 74

デリバティブ評価損 8,844 －

賃貸収入原価 1,817 2,128

その他 4,519 7,327

営業外費用合計 15,418 9,529

経常利益 2,643,471 2,986,704

特別利益   

補助金収入 179,391 －

特別利益合計 179,391 －

税金等調整前四半期純利益 2,822,862 2,986,704

法人税等 939,933 921,243

四半期純利益 1,882,929 2,065,460

非支配株主に帰属する四半期純利益 19,956 26,106

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,862,972 2,039,354
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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29年４月１日
　至　平成29年６月30日)

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

四半期純利益 1,882,929 2,065,460

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 229,248 302,974

為替換算調整勘定 △559,338 △867,780

退職給付に係る調整額 8,193 7,000

その他の包括利益合計 △321,895 △557,805

四半期包括利益 1,561,033 1,507,655

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,550,898 1,491,216

非支配株主に係る四半期包括利益 10,135 16,439
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【注記事項】

（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）

（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）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を当第１四半期

連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定

負債の区分に表示しております。

 

 

（四半期連結貸借対照表関係）

※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。

 
前連結会計年度

（平成30年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成30年６月30日）

投資有価証券（株式） 1,500千円 1,500千円

 

※２．四半期連結会計期間末日満期手形

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、当四半期連結会計期間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。当四半期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。
  

 
前連結会計年度

（平成30年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成30年６月30日）

受取手形 84,572千円 99,608千円

支払手形 75,199 72,756

 

 

（四半期連結損益計算書関係）

※１．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額

 
前第１四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日

   至 平成29年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成30年４月１日

   至 平成30年６月30日）

一般管理費 93,169千円 90,503千円
 
当期製造費用 6,722千円 5,412千円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

 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。

 
前第１四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日）

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

減価償却費 464,805千円 457,044千円

のれんの償却額 22,401千円 24,408千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）

　配当金支払額

（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29年６月23日

定時株主総会
普通株式 1,272,921 40.0  平成29年３月31日  平成29年６月26日 利益剰余金

 

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

　配当金支払額

（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30年６月22日

定時株主総会
普通株式 1,463,811 46.00  平成30年３月31日  平成30年６月25日 利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

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株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日）

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

　１株当たり四半期純利益金額 58円54銭 64円09銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益（千円） 1,862,972 2,039,354

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期

純利益（千円）
1,862,972 2,039,354

普通株式の期中平均株式数（千株） 31,822 31,821

（注）潜在株式調整後１株当たり四半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。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

　　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成30年８月２日

アリアケジャパン株式会社

取　　締　　役　　会　　御 中
 

太　陽　有　限　責　任　監　査　法　人

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 陶江　　徹

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 柴田　直子

 

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30年４月１日から平成31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30年４月１日

から平成30年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30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30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．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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