
  

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 
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  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２四半期  15,690  3.3  2,536  21.9  2,405  42.3  1,332  57.3

24年３月期第２四半期  15,182  22.0  2,080  27.7  1,690  40.3  847  75.4

（注）包括利益 25年３月期第２四半期 1,372百万円（ ％） 24.5   24年３月期第２四半期 1,103百万円 （ー％） 

  
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２四半期  41.87  －

24年３月期第２四半期  26.61  －

  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 

25年３月期第２四半期  51,049  43,078  83.9  1,345.33

24年３月期  50,929  42,345  82.7  1,322.84

（参考）自己資本 25年３月期第２四半期 42,819百万円   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  0.00 20.00 0.00 20.00  40.00

25年３月期  0.00 20.00     

25年３月期（予想）     0.00 25.00  45.00

（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、対前期増減率）

  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 

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 

  

  

（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

（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。

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２Ｑ 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２Ｑ 980,533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２Ｑ 31,828,192株 24年３月期２Ｑ 31,828,391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11月７

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。
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日～平成24年９月30日）におけるわが国経済は、東日本大震災からの

復興需要等によりやや景気の回復基調が見られたものの、欧米諸国の債務問題に解決のめどが立たず、加えて新興国

の成長減速が顕在化するなど海外環境が悪化し、更に国内需要も盛り上がらず、先行きが不透明な状況で推移しまし

た。 

食品業界におきましても、消費者の低価格志向に変化の兆しが見えず、これに伴う企業間の競争激化もあって、引

き続き厳しい環境下におかれました。 

このような状況のもと、当社グループは、「世界６極体制」を構築していているグローバルエンタープライズとし

て、また食のコンサルタントとして顧客ニーズを先取りし、全世界の既存事業の強化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２四半期連結累計期間（平成24年４月１日～平成24年９月30日）の経営成績は、以下のとおりとな

りました。 

まず売上高は、当社（アリアケジャパン㈱）は、地道な販売活動によって増収を実現し、前年同期比7.8％増（980

百万円増）の13,534百万円となりました。 

また連結子会社の売上高は、主として欧州子会社の不採算取引を解消したため、前年同期比で減少しましたが、当

社の売上高増加がまさり、連結売上高は、前年同期比で3.3％増加して15,690百万円となりました。 

次に営業利益につきましては、当社は売上高増加に伴う利益増が、製造原価の固定費部分の増加（約146百万円）

などの費用増を吸収し、前年同期比290百万円増加（前年同期比12.9％増加）の2,546百万円となりました。 

連結営業利益は、海外子会社の収益改善も貢献し、前年同期比 456百万円増加（前年同期比21.9％増加）の2,536

百万円となりました。 

また経常利益に関しては、当社はデリバティブ評価損益を含む為替差損益が前年同期比で改善した（前年△508百

万円、本年△249百万円）ほか、受取配当金や受取利息が増加（前年94百万円、本年204百万円）したことから、前年

同期比688百万円増加（前年同期比36.5％増加）の2,571百万円となりました。 

連結経常利益は、海外子会社の業績改善も手伝って、前年同期比715百万円増加（前年同期比42.3％増加）の 

2,405百万円となりました。 

  

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

金に係るものです。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

  平成25年３月期第２四半期 平成24年３月期第２四半期 差 額 

ア リ ア ケ ジ ャ パ ン ㈱  135.3  125.5  9.8

連 結  子  会  社  21.6  26.3  △4.7

   米  国  6.9  6.8  0.1

 内 ア ジ ア  9.8  8.4  1.4

 訳 欧  州  2.7  8.7  △6.0

   日  本  2.2  2.4  △0.2

合 計  156.9  151.8  5.1

  平成25年３月期第２四半期 平成24年３月期第２四半期 差 額 

ア リ ア ケ ジ ャ パ ン ㈱  25.7  18.8  6.9

連 結  子  会  社  △1.6  △1.9  0.3

   米  国  0.2  0.5  △0.3

 内 ア ジ ア  1.7  1.5  0.2

   欧  州  △2.8  △4.0  1.2

  訳 日  本  0.1  0.1  0.0

   配 当 調 整 ※  △0.8  △0.0  △0.8

合 計  24.1  16.9  7.2
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 （２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四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119百万円増加し、51,049百万円となりまし

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613百万円減少し、7,970百万円となりま

した。純資産は、前連結会計年度末に比べ733百万円増加し、43,078百万円となりました。  

  

（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）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。   

   

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
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,383,293 5,086,929

受取手形及び売掛金 6,762,530 6,675,729

有価証券 2,500,000 1,000,000

商品及び製品 2,457,591 2,816,379

仕掛品 623,750 677,371

原材料及び貯蔵品 1,566,457 1,767,683

繰延税金資産 186,520 187,801

その他 283,513 325,885

貸倒引当金 △1,617 △2,572

流動資産合計 19,762,039 18,535,208

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 19,090,627 19,624,500

減価償却累計額 △8,445,690 △8,760,625

建物及び構築物（純額） 10,644,936 10,863,874

機械装置及び運搬具 20,501,578 21,124,185

減価償却累計額 △15,247,228 △15,789,295

機械装置及び運搬具（純額） 5,254,350 5,334,890

土地 4,371,883 4,379,568

リース資産 44,156 44,156

減価償却累計額 △6,940 △11,241

リース資産（純額） 37,215 32,914

建設仮勘定 1,291,895 1,102,097

その他 808,352 822,330

減価償却累計額 △730,483 △743,989

その他（純額） 77,869 78,340

有形固定資産合計 21,678,150 21,791,687

無形固定資産 133,659 137,347

投資その他の資産   

投資有価証券 8,021,980 9,191,904

長期貸付金 136,384 106,475

投資不動産（純額） 539,701 683,486

繰延税金資産 56,294 48,508

その他 601,444 554,939

貸倒引当金 △30 △302

投資その他の資産合計 9,355,776 10,585,012

固定資産合計 31,167,586 32,514,047

資産合計 50,929,626 51,049,255
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,944,067 2,831,181

短期借入金 723,477 654,292

リース債務 9,032 9,032

未払法人税等 1,427,887 1,035,552

賞与引当金 180,340 196,841

役員賞与引当金 56,000 －

その他 1,704,211 1,734,836

流動負債合計 7,045,015 6,461,737

固定負債   

長期借入金 388,700 363,557

リース債務 30,044 25,528

繰延税金負債 38,639 39,992

退職給付引当金 583,336 592,906

役員退職慰労引当金 305,277 315,262

その他 193,309 171,769

固定負債合計 1,539,307 1,509,015

負債合計 8,584,322 7,970,753

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 31,514,125

自己株式 △2,059,169 △2,059,347

株主資本合計 43,687,950 44,383,743

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 485,008 463,427

為替換算調整勘定 △2,069,323 △2,027,695

その他の包括利益累計額合計 △1,584,315 △1,564,268

少数株主持分 241,669 259,026

純資産合計 42,345,304 43,078,501

負債純資産合計 50,929,626 51,049,255

アリアケジャパン㈱ （2815） 平成25年3月期　第２四半期決算短信

5



（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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 15,182,000 15,690,138

売上原価 10,539,885 10,493,865

売上総利益 4,642,114 5,196,273

販売費及び一般管理費 2,561,656 2,659,716

営業利益 2,080,457 2,536,556

営業外収益   

受取利息 35,980 73,859

受取配当金 42,855 39,082

受取家賃 14,194 14,413

デリバティブ評価益 12,275 28,327

その他 55,932 96,241

営業外収益合計 161,237 251,925

営業外費用   

支払利息 20,461 18,552

為替差損 518,804 341,347

その他 11,993 22,683

営業外費用合計 551,259 382,583

経常利益 1,690,436 2,405,898

特別損失   

投資有価証券評価損 10,432 －

固定資産除却損 － 8,792

店舗閉鎖損失 － 4,341

特別損失合計 10,432 13,134

税金等調整前四半期純利益 1,680,004 2,392,763

法人税等 826,488 1,049,336

少数株主損益調整前四半期純利益 853,515 1,343,427

少数株主利益 6,502 10,890

四半期純利益 847,013 1,332,536
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 853,515 1,343,427

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △27,481 △21,581

為替換算調整勘定 277,089 50,667

その他の包括利益合計 249,608 29,086

四半期包括利益 1,103,124 1,372,513

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,093,331 1,352,583

少数株主に係る四半期包括利益 9,791 19,930
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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 1,680,004 2,392,763

減価償却費 882,041 877,884

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,255 1,226

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,188 9,569

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △923 9,985

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,455 16,501

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △56,000 △56,000

受取利息及び受取配当金 △78,835 △112,942

支払利息 20,461 18,552

為替差損益（△は益） 195,200 149,869

投資有価証券評価損益（△は益） 10,432 －

固定資産除却損 － 8,792

売上債権の増減額（△は増加） △610,807 101,407

たな卸資産の増減額（△は増加） △530,247 △604,623

仕入債務の増減額（△は減少） 212,384 △113,749

その他 △157,577 △189,958

小計 1,583,030 2,509,280

利息及び配当金の受取額 76,085 104,289

利息の支払額 △20,461 △18,552

法人税等の支払額 △852,033 △1,396,196

営業活動によるキャッシュ・フロー 786,622 1,198,820

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △2,000,000 －

有価証券の売却による収入 1,000,000 2,000,000

有形固定資産の取得による支出 △422,723 △787,254

投資有価証券の取得による支出 △2,507,701 △1,703,023

貸付けによる支出 △1,878 △5,215

貸付金の回収による収入 62,026 47,515

投資不動産の取得による支出 － △146,577

その他 △1,751 △27,188

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,872,027 △621,745

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,024,697 △103,750

自己株式の取得による支出 △185 △360

自己株式の売却による収入 252 146

配当金の支払額 △636,606 △636,755

少数株主への配当金の支払額 △1,088 △2,572

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,662,325 △743,292

現金及び現金同等物に係る換算差額 △188,411 △130,147

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,936,142 △296,364

現金及び現金同等物の期首残高 10,669,131 5,383,293

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,732,989 5,086,929
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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。   

   

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等
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