
1 

                               

    

平成 22 年５月 14 日 

各  位 

                      会 社 名     ：フロイント産業株式会社              

                      代 表 者 名     ：代表取締役社長   堀  哲郎 

                           （JASDAQ ｺｰﾄﾞ番号：６３１２） 

                      問合わせ先：取締役管理本部長  伏島 栁二郎 

                      電 話     ：（０３）５９０８－２６１１（代表） 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 22 年２月期 決算短信」の一部訂正に関するお知らせ 

 

平成 22 年４月 12 日に発表しました「平成 22 年２月期 決算短信」について一部訂正すべき事項

がありましたので、下記の通り訂正いたします。 

 

記 

１．訂正箇所 

① １．22 年２月期の連結業績（1）連結経営成績             １頁 

② １．22 年２月期の連結業績（3）連結キャッシュ・フローの状況     １頁 

③ １．経営成績（2）財政状態に関する分析②キャッシュ・フローの状況  ４頁 

④ ４．連結財務諸表 （2）連結損益計算書                11 頁 

⑤ ４．連結財務諸表 （4）連結キャッシュ・フロー計算書        14･15 頁 

⑥ ４．連結財務諸表  表示方法の変更                 22 頁 

（注）訂正箇所には下線を付して表示しております。 

 

（訂正箇所） 

① １．22 年２月期の連結業績 

【訂正前】 

（1）連結経営成績                           （％表示は対前期増減率） 

 1 株当たり当期純利益 
潜在株式調整後 1株

当たり当期純利益 

自己資本当期純

利益率 
総資産計上利益率 売上高営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 

22 年 2 月期 65.41 ― 7.2 7.8 7.5 

21 年 2 月期 143.64 ― 8.5 8.4 7.1 

【訂正後】 

 

 1 株当たり当期純利益 
潜在株式調整後 1株

当たり当期純利益 

自己資本当期純

利益率 
総資産計上利益率 売上高営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 

22 年 2 月期 65.41 ― 7.4 7.8 7.5 

21 年 2 月期 143.64 ― 8.5 8.4 7.1 

 

② １．22 年２月期の連結業績 

【訂正前】 

（3）連結キャッシュ・フローの状況 

 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 

22 年 2 月期 464 △205 △153 3,048 

21 年 2 月期 618 △65 △146 2,985 
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【訂正後】 

 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 

22 年 2 月期 457 △198 △154 3,048 

21 年 2 月期 618 △65 △146 2,985 

 

③ １．経営成績 

（2）財政状態に関する分析 

【訂正前】 

②キャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果獲られた資金は、４億 64百万円（前連結会計年度比 24.8%減）となりました。これは主

に、たな卸資産の減少等の増加要因はありましたものの、売上債権の増加、仕入債務の減少、法人税等の

支払といった減少要因によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、２億５百万円（同 211.0%増）となりました。これは主に、有形固定資

産の取得によるものであります。また、フリーキャッシュ・フローは２億 59百万円の収入となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、１億 53 百万円（同 5.2%増）となりました。これは主に、配当金の支

払によるものであります。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成 19 年２月期 平成 20 年２月期 平成 21 年２月期 平成22年２月期 

自己資本比率（％） 61.5 57.2 58.9 64.9 

時価ベースの自己資本比率（％） 42.0 32.9 21.7 34.7 

キャッシュフロー対有利子負債

比率（年） 
0.5 0.0 0.0 1.6 

インタレスト・カバレッジ・レ

シオ（倍） 
21.2 196.8 209.0 605.5 

【訂正後】 

②キャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果獲られた資金は、４億 57百万円（前連結会計年度比 26.0%減）となりました。これは主

に、たな卸資産の減少等の増加要因はありましたものの、売上債権の増加、仕入債務の減少、法人税等の

支払といった減少要因によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、１億 98 百万円（同 200.4%増）となりました。これは主に、有形固定

資産の取得によるものであります。また、フリーキャッシュ・フローは２億 59 百万円の収入となりまし

た。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、１億 54 百万円（同 5.5%増）となりました。これは主に、配当金の支

払によるものであります。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成 19 年２月期 平成 20 年２月期 平成 21 年２月期 平成22年２月期 

自己資本比率（％） 61.5 57.2 58.9 64.9 

時価ベースの自己資本比率（％） 42.0 32.9 21.7 34.7 

キャッシュフロー対有利子負債

比率（年） 
0.5 0.0 0.0 1.6 

インタレスト・カバレッジ・レ

シオ（倍） 
21.2 196.8 209.0 596.4 
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④ ４．連結財務諸表 

（2） 連結損益計算書 

【訂正前】 

                                    （単位：千円） 

 

前連結会計年度 

（自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 

（自 平成21年３月１日 

  至 平成22年２月28日） 

営業外収益   

・・・・（省略）・・・・   

その他 17,939 13,268 

営業外収益合計 131,747 53,958 

 

【訂正後】 

（単位：千円） 

 

前連結会計年度 

（自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 

（自 平成21年３月１日 

  至 平成22年２月28日） 

営業外収益   

・・・・（省略）・・・・   

負ののれん償却額 - 7,794 

その他 17,939 5,474 

営業外収益合計 131,747 53,958 

 

⑤４．連結財務諸表 

（4） 連結キャッシュ・フロー計算書 

【訂正前】 

                                    （単位：千円） 

 

前連結会計年度 

（自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 

（自 平成21年３月１日 

  至 平成22年２月28日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

・・・・（省略）・・・・   

その他の負債の増減額（△は減少） 75,900 59,113 

その他 14,858 △4,122 

小計 1,115,264 833,586 

・・・・（省略）・・・・   

法人税等の支払額 △554,623 △397,521 

・・・・（省略）・・・・   

営業活動によるキャッシュ・フロー 618,592 464,988 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

・・・・（省略）・・・・   

有形固定資産の取得による支出 △184,482 △175,992 

・・・・（省略）・・・・   

投資活動によるキャッシュ・フロー △65,917 △205,440 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

・・・・（省略）・・・・   

財務活動によるキャッシュ・フロー △146,012 △153,709 
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【訂正後】 

（単位：千円） 

 

前連結会計年度 

（自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 

（自 平成21年３月１日 

  至 平成22年２月28日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

・・・・（省略）・・・・   

その他の負債の増減額（△は減少） 75,900 53,368 

その他 14,858 △4,024 

小計 1,115,264 827,940 

・・・・（省略）・・・・   

法人税等の支払額 △554,623 △398,902 

・・・・（省略）・・・・   

営業活動によるキャッシュ・フロー 618,592 457,959 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

・・・・（省略）・・・・   

有形固定資産の取得による支出 △184,482 △168,586 

・・・・（省略）・・・・   

投資活動によるキャッシュ・フロー △65,917 △198,034 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

・・・・（省略）・・・・   

リース債務の返済による支出 ― △376 

財務活動によるキャッシュ・フロー △146,012 △154,086 

 

⑥連結財務諸表 

表示方法の変更 

【訂正前】 

 前連結会計年度                     

（自 平成 20 年３月１日                   

  至 平成 21 年２月 28 日） 

当連結会計年度                    

（自 平成 21 年３月１日                    

  至 平成 22 年２月 28 日） 

────────────────── （連結貸借対照表） 
 ・・・・（省略）・・・・ 
  （連結キャッシュ・フロー計算書） 
 ・・・・（省略）・・・・ 

 

【訂正後】 

 前連結会計年度                     

（自 平成 20 年３月１日                   

  至 平成 21 年２月 28 日） 

当連結会計年度                    

（自 平成 21 年３月１日                    

  至 平成 22 年２月 28 日） 

────────────────── （連結貸借対照表） 
 ・・・・（省略）・・・・ 
 （連結損益計算書） 

  前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含め

て表示しておりました「負ののれん償却額」は、重要

性が増したため区分掲記しております。 
 なお、前連結会計年度の「その他」に含まれる「負

ののれん償却額」は 8,312 千円であります。 
 （連結キャッシュ・フロー計算書） 
  ・・・・（省略）・・・・ 

以上 


