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1.  平成23年2月期第2四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年8月31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 ％

23年2月期第2四半期 6,016 △8.6 249 △55.3 222 △61.5 336 3.1
22年2月期第2四半期 6,580 5.9 557 31.0 579 9.1 326 8.2

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

23年2月期第2四半期 38.99 ―

22年2月期第2四半期 37.81 ―

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

23年2月期第2四半期 12,402 8,046 63.6 915.37
22年2月期 12,049 7,939 64.9 906.29

（参考） 自己資本  23年2月期第2四半期  7,892百万円 22年2月期  7,814百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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

22年2月期 ― ― ― 15.00 15.00
23年2月期 ― ―

23年2月期 
（予想）

― 15.00 15.00

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 
（％表示は、対前期増減率） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 

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 13,000 0.4 570 △41.3 550 △42.2 400 △29.1 46.39



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(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 
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レビュー対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財
務諸表に対する四半期レビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、本資料発表日現在において入手可能な情報を基礎とした判断および仮定に基づいており、
実際の業績等は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。なお、業績予想に関する事項につきましては、２ページをご参照下さ
い。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.2「２．その他の情報」をご覧ください。）

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） 23年2月期2Q 9,200,000株 22年2月期 9,200,000株

② 期末自己株式数 23年2月期2Q 577,581株 22年2月期 577,504株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期2Q 8,622,435株 22年2月期2Q 8,622,496株
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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におけるわが国経済は、中国を中心としたアジア経済成長に伴った輸出の回復や個人消

費の増加が見られました。しかしながら、欧州を発端とする金融市場の混乱による世界的な株安や急激な円高の進行

による輸出産業の収益の悪化、雇用情勢の不安等、本格的な景気回復への懸念が高まっております。 

 当社グループの主要ユーザーであります医薬業界におきましても、薬価引き下げの影響や医療費抑制のための諸施

策が国内消費での収益拡大の足かせとなっており、各社ともグローバルな競争力強化に向けて経営資源の選択と集中

を迫られております。 

 こうした情勢のもと、当社グループは、独創的な新製品の開発、上市に注力し、顧客ニーズを捉えた効率的な営業

活動を展開するとともに、積極的に新分野への開拓を図ってまいりました。また、当第２四半期連結累計期間は、欧

州地域での事業展開の拠点となるアイルランド子会社FREUND PHARMATEC Ltd.の事業を開始し、並びに産業機械分野を

視野に入れた、国内初となるターボ工業株式会社(現フロイント・ターボ株式会社)のM＆Aを実施いたしました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高 百万円（前年同期比 ％減）、営業利益 百万

円（同 ％減）、経常利益 百万円（同 ％減)となりました。四半期純利益は特別利益にターボ工業株式会

社(現フロイント・ターボ株式会社)の株式取得(子会社化)による負ののれん発生益 百万円を計上、また、特別損

失に本社及び大阪事業所、名古屋営業所の移転費用として事務所移転費用 百万円を計上し、 百万円（同3.1％

増）となりました。  

〔事業の種類別セグメント〕 

・機械部門  

   機械部門においては、米国子会社VECTOR CORPORATIONの業績が米国経済の回復の遅れや急激な円高の影響によ

り、売上高、営業利益ともに減少となりました。また、当社においても、受注に回復の兆しがみられるものの、

前年度に見られたような高利益率の海外大型案件が少なく、第２四半期連結累計期間におきましては、売上高、

営業利益ともに減少となりました。この結果、売上高は34億70百万円（同 ％減）、営業利益は2億19百万円

（同 ％減）となりました。 

・化成品部門  

 化成品部門においては、品質保持剤及び栄養補助食品は堅調に推移いたしましたが、機能性添加剤における一

部高利益率製品の生産調整の継続により、第２四半期連結累計期間におきましては、売上高は前年を上回るもの

の、営業利益は減少となりました。この結果、売上高は25億46百万円（同 ％増）、営業利益は2億円（同

％減）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期末の総資産合計は、前連結会計年度末に比べ3億52百万円増加し、 百万円となりました。増

減の主な内訳は、連結子会社の増加によるものであります。  

 また、当第２四半期末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ2億45百万円増加し、 百万円となりまし

た。増減の主な要因は、連結子会社の増加によるものであります。 

 当第２四半期末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1億６百万円増加し、 百万円となりました。 

(キャッシュ・フローの状況) 

 当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は前連結会計年度末に比べ8

億93百万円減少し、21億54百万円となりました。 

各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。  

  ①営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動の結果、減少した資金は1億62百万円となりました。これは税金等調整前四半期純利益が 百万

円、仕入債務の増加2億16百万円等の増加があったものの、負ののれん発生益2億86百万円、たな卸資産の増加3億

22百万円、法人税等の支払額1億70百万円といった減少があった為であります。 

 ②投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動の結果、減少した資金は4億75百万円となりました。これは連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得

による支出1億84百万円、有形固定資産の取得による支出2億52百万円等によるものであります。 

 ③財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動の結果、減少した資金は1億32百万円となりました。これは主に配当金の支払額1億28百万円によるも

のであります。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

60億16 8.6 2億49

55.3 2億22 61.5

2億86

59 3億36

16.2

54.2

4.3 22.9

124億2

43億55

80億46

4億44
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当社は、平成22年10月１日開催の臨時取締役会において、平成23年２月期通期（平成22年３月１日～平成23年２

月28日）連結業績予想の修正開示を行いました。 

 同日付で開示した通期連結業績予想の修正内容は以下のとおりです。 

（単位：百万円） 

修正の理由 

 下記２案件および 近の業績動向を踏まえ、通期連結業績予想を修正いたしました。 

・特別利益(負ののれん発生益)の計上の件 

・厚生年金基金脱退の件 

 なお、各案件の概要につきましては、P.10「４．その他投資者が四半期決算情報を適切に理解・判断するため 

に有用な事項」をご覧ください。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

（２）会計処理基準に関する事項の変更 

 当第２四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号)、「連結財務諸表に関

する会計基準」(企業会計基準第22号)、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業

会計基準適用指針第10号)を適用しております。  

（３）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

税金費用の計算         

 税金費用については、当第２四半期連結累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もり、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。た

だし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率

を使用しております。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。 

  

（４）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（四半期連結損益計算書関係）  

 前第２四半期連結累計期間まで営業外収益の「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、前第２四半期連結累計期間の「その他」に含まれる「負ののれん償却額」は3,897千円であります。  

  

（５）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。   

                                 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当り当期純利益 

前回予想（Ａ） １３，０００ ９１０ ９５０ ５４０ 62円63銭 

今回修正（Ｂ） １３，０００ ５７０ ５５０ ４００ 46円39銭 

増減額（Ｂ－Ａ）  －    △３４０  △４００ △１４０  － 

増減率(％)  ０．０ △３７．４ △４２．１ △２５．９ － 

(ご参考)前期実績 

(平成22年2月期) 
１２，９４３ ９７０ ９５１ ５６３ 65円41銭 

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（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22年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,154,726 3,073,366 

受取手形及び売掛金 3,950,938 3,598,768 

商品及び製品 505,625 394,994 

仕掛品 931,859 631,277 

原材料及び貯蔵品 334,492 354,879 

前払費用 85,853 81,966 

繰延税金資産 178,993 179,828 

その他 177,133 194,904 

貸倒引当金 △28,346 △27,039 

流動資産合計 8,291,276 8,482,946 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,010,097 964,398 

土地 1,324,776 1,173,924 

その他（純額） 654,340 393,036 

有形固定資産合計 2,989,213 2,531,359 

無形固定資産 52,840 66,372 

投資その他の資産   

繰延税金資産 229,157 228,603 

その他 853,742 754,445 

貸倒引当金 △13,946 △13,977 

投資その他の資産合計 1,068,953 969,070 

固定資産合計 4,111,007 3,566,803 

資産合計 12,402,283 12,049,749 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,208,965 1,894,016 

未払法人税等 134,646 181,600 

前受金 680,318 719,151 

賞与引当金 165,466 199,633 

役員賞与引当金 16,500 59,000 

その他 496,741 474,127 

流動負債合計 3,702,638 3,527,529 

固定負債   

退職給付引当金 163,272 138,510 

負ののれん 53,937 57,834 

その他 436,071 386,181 

固定負債合計 653,281 582,526 

負債合計 4,355,919 4,110,055 
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成22年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,035,600 1,035,600 

資本剰余金 1,282,890 1,282,890 

利益剰余金 6,424,037 6,217,198 

自己株式 △201,130 △201,085 

株主資本合計 8,541,397 8,334,602 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,540 5,045 

為替換算調整勘定 △651,257 △525,175 

評価・換算差額等合計 △648,717 △520,130 

少数株主持分 153,683 125,221 

純資産合計 8,046,363 7,939,693 

負債純資産合計 12,402,283 12,049,749 
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 6,580,705 6,016,476 

売上原価 4,413,599 4,176,740 

売上総利益 2,167,106 1,839,736 

販売費及び一般管理費 1,609,927 1,590,543 

営業利益 557,178 249,192 

営業外収益   

受取利息 4,322 780 

受取技術料 13,557 8,214 

負ののれん償却額 － 3,897 

その他 15,086 14,483 

営業外収益合計 32,967 27,375 

営業外費用   

支払利息 362 588 

為替差損 1,712 35,904 

その他 8,722 17,151 

営業外費用合計 10,796 53,643 

経常利益 579,348 222,924 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 538 － 

賞与引当金戻入額 737 － 

負ののれん発生益 － 286,602 

特別利益合計 1,276 286,602 

特別損失   

固定資産除却損 － 3,865 

投資有価証券評価損 1,499 － 

ゴルフ会員権評価損 － 1,450 

事務所移転費用 － 59,637 

特別損失合計 1,499 64,953 

税金等調整前四半期純利益 579,125 444,573 

法人税等 252,635 110,765 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 458 △2,368 

四半期純利益 326,031 336,176 
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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21年３月１日 

 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31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 579,125 444,573 

減価償却費 104,581 109,100 

負ののれん発生益 － △286,602 

賞与引当金の増減額（△は減少） △47,403 △57,263 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △35,750 △42,500 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,891 △110 

受取利息及び受取配当金 △8,479 △780 

支払利息 362 588 

売上債権の増減額（△は増加） 590,588 7,902 

たな卸資産の増減額（△は増加） 614,284 △322,797 

その他の資産の増減額（△は増加） △31,193 33,755 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,079,118 216,005 

前受金の増減額（△は減少） △376,925 △81,428 

その他の負債の増減額（△は減少） △36,927 △63,311 

その他 4,202 48,789 

小計 272,455 5,923 

利息及び配当金の受取額 10,949 785 

利息の支払額 △362 △588 

法人税等の還付額 10,200 2,366 

法人税等の支払額 △187,281 △170,695 

営業活動によるキャッシュ・フロー 105,961 △162,208 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 25,000 

有形固定資産の取得による支出 △82,826 △252,436 

無形固定資産の取得による支出 △6,188 △3,725 

投資有価証券の取得による支出 △966 △994 

出資金の分配による収入 2,149 － 

保険積立金の積立による支出 △16,301 △16,301 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △184,943 

保険積立金の解約による収入 12,358 － 

差入保証金の差入による支出 － △58,943 

差入保証金の回収による収入 460 17,050 

投資活動によるキャッシュ・フロー △91,314 △475,293 
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年８月31日) 

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 122,180 － 

長期借入金の返済による支出 △18,401 － 

リース債務の返済による支出 － △762 

自己株式の取得による支出 － △44 

配当金の支払額 △128,766 △128,898 

少数株主への配当金の支払額 △6,239 △2,368 

財務活動によるキャッシュ・フロー △31,225 △132,074 

現金及び現金同等物に係る換算差額 39,974 △124,062 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 23,396 △893,639 

現金及び現金同等物の期首残高 2,985,598 3,048,366 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,008,994 2,154,726 
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 該当事項はありません。   

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年８月31日）  

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年８月31日）  

（注）１．事業区分の方法 

 当連結グループの事業区分は、製品の種類、製造方法の類似性等を考慮して区分しております。 

２．各事業区分に属する主要製品 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
機械部門 
（千円） 

化成品部門 
（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  4,139,980  2,440,725  6,580,705 －  6,580,705

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
－ － － － － 

計  4,139,980  2,440,725  6,580,705 －  6,580,705

営業利益   479,531  259,973  739,504  △182,326  557,178

  
機械部門 
（千円） 

化成品部門 
（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  3,470,005  2,546,471  6,016,476  －  6,016,476

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －  －  －

計  3,470,005  2,546,471  6,016,476  －  6,016,476

営業利益   219,593  200,410  420,004  △170,812  249,192

事業区分 主要製品 

機械部門 粉粒体機械装置、粉粒体機械のプラント設備及び粉粒体関連機器、計器・部品 

化成品部門 
医薬品添加剤、食品品質保持剤及び栄養補助食品、製薬・食品・化学等の開発研

究、処方検討等の受託、治験薬製造の受託及び仲介 
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〔所在地別セグメント情報〕 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年８月31日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年８月31日） 

（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

北米 ………米国 

欧州 ………アイルランド 

３．第１四半期連結会計期間より、FREUND PHARMATEC LTD.を連結の範囲に含めたためセグメント区分に、従  

来の「日本」及び「北米」のほか、新たに「欧州」を追加しました。 

  日本（千円） 北米（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   5,320,310  1,260,395   6,580,705 －   6,580,705

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 26,129  18,075  44,205  △44,205 － 

計  5,346,439  1,278,471  6,624,911  △44,205  6,580,705

営業利益  730,591  24,924  755,515  △198,337  557,178

  日本（千円） 北米（千円） 欧州（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 
 4,932,464  1,084,011  －    6,016,476  －  6,016,476

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 17,565  3,751  －  21,317  △21,317  －

計  4,950,029  1,087,763  －  6,037,793  △21,317  6,016,476

営業損益  440,717  △30,703  △8,671  401,342  △152,150  249,192
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〔海外売上高〕 

前第２四半期連結累計期間（自平成21年３月１日 至平成21年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年８月31日） 

（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

(1）北米 ………米国、カナダ 

(2）欧州 ………フランス、英国等  

(3）その他………中南米、アジア等 

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。  

該当事項はありません。 

   

 (１）特別利益(負ののれん発生益)の計上について 

 平成22年6月25日に公表いたしました「ターボ工業株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ」のとお

り、平成22年6月25日にターボ工業株式会社(現フロイント・ターボ株式会社)の株式を取得し子会社化いたしまし

た。連結に伴い同社の資産・負債を精査した結果、同社連結に伴う会計処理において連結財務諸表上、平成23年2

月期第2四半期において、負ののれん発生益2億86百万円を計上いたしました。 

  

（２）厚生年金基金脱退について 

 当社は、総合設立型の厚生年金基金(東部ゴム厚生年金基金)に加入しておりますが、退職給付制度の総合的な見

直しの一環として、平成22年10月１日開催の臨時取締役会において、同基金から、任意脱退をすることを決議いた

しました。 

・脱退に伴う費用の見通し 

 同基金からの脱退に伴う脱退時特別掛金は、現時点において同基金から承認・公表されている平成22年３月末時

点での決算内容に基づく金額の約２億80百万円を見込んでおります。 終金額については、平成23年２月の同基金

の定例代議員会後に確定する予定です。特別掛金額が確定次第、あらためてお知らせいたします。 

  

  北米 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  649,278  905,163  510,927  2,065,369

Ⅱ 連結売上高（千円） － － －  6,580,705

Ⅲ 連結売上高に占める海

外売上高の割合（％） 
 9.9  13.8  7.8  31.4

  北米 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  400,818  172,527  837,840  1,411,185

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  6,016,476

Ⅲ 連結売上高に占める海

外売上高の割合（％） 
 6.7  2.9  13.9  23.5

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．その他投資者が四半期決算情報を適切に理解・判断するために有用な事項
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