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1.  平成23年2月期第3四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年11月30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3四半期 9,376 △2.8 456 △42.7 469 △43.4 500 5.6
22年2月期第3四半期 9,644 1.6 795 17.2 829 11.6 473 11.8

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3四半期 58.03 ―

22年2月期第3四半期 54.93 ―

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3四半期 12,277 8,162 65.2 928.29
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3四半期  8,004百万円 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おりません。 

※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3Q 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3Q 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3Q 8,622,430株 22年2月期3Q 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3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、家電や自動車を中心とした個人消費の伸びや、アジア圏を中心と

した輸出に堅調さが見られました。しかしながら、景気施策の終了や為替市場における急速な円高の進行、資源高等

により景気回復への基調は弱含みの感があります。    

 当社グループの主要ユーザーであります医薬品業界は、日米共に医療費抑制の影響を受ける熾烈な競争に入ってお

ります。その中にあって、ジェネリック医薬品を主力とするメーカーにおきましては、設備意欲は強いものがありま

す。このような情勢のもと、当社グループは新製品の拡販をはじめ、既存とは異なった市場の開拓を目指し、ターボ

工業株式会社（現：フロイント・ターボ株式会社）をM&Aにより取得し、また、当社グループの欧州拠点であるFREUND 

PHARMATEC Ltd.も事業を開始しております。  

 この結果、当第３四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2億86百万円を計上、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、 円（同5.6％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の業績は米国経済の回復の遅れや急激な円高の影響によ

り売上高が減少となりましたが、販売費の抑制により営業利益は増加となりました。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減少し、第３四半期連結

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、外部顧客に対する売上高は55

億49百万円（同 ％減）、営業利益は４億51百万円（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3四半期連結累計期間において、売上高、営業利益ともに減少となり

ました。この結果、外部顧客に対する売上高は38億26百万円（同 ％減）、営業利益は2億円66百万円（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３四半期末の総資産合計は、前連結会計年度末に比べ2億27百万円増加し、 百万円となりました。増

減の主な内訳は、現金及び預金が4億78百万円減少したものの、たな卸資産の増加3億18百万円、有形固定資産の増

加4億67百万円があった為であります。  

 また、当第３四半期末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ5百万円増加、 百万円となりました。 

 当第３四半期末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ2億22百万円増加し、 百万円となりました。 

(キャッシュ・フローの状況) 

 当第３四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4

億53百万円減少し、 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、増加した資金は 百万円(前年同期は5百万円の増加)となりました。これは税金等調整前

四半期純利益 百万円から、負ののれん発生益2億86百万円、たな卸資産の増加3億18百万円、法人税の支払額

3億56百万円等の減少要因があったものの、売上債権の減少 百万円、仕入債務の増加 百万円といった増

加要因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5億39百万円(前年同期は1億27百万円の減少)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4億4百万円等によるも

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1億41百万円(前年同期は1億47百万円の減少)となりました。これは主に配当

金の支払額1億29百万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

93億76 2.8 4億56

42.7 4億69 43.4

59 5億

4.5 31.0

0.1 34.7

122億77

41億15

81億62

25億94

3億42

6億90

4億34 2億11
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成22年10月1日に公表した通期の連結業績予想に変更はありません。 

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 当該事項はありません。 

  

（２）会計処理基準に関する事項の変更  

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３四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）  

１．前第３四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３四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5,845千円であります。 

   

（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。 

  

  

２．その他の情報

フロイント産業㈱(6312)平成23年２月期　第３四半期決算短信

-2-



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３四半期連結会計期間末 
(平成22年11月30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 2,594,776 3,073,366 

受取手形及び売掛金 3,515,383 3,598,768 

商品及び製品 415,644 394,994 

仕掛品 978,537 631,277 

原材料及び貯蔵品 305,838 354,879 

前払費用 90,467 81,966 

繰延税金資産 171,626 179,828 

その他 213,318 194,904 

貸倒引当金 △27,137 △27,039 

流動資産合計 8,258,454 8,482,946 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,056,148 964,398 

土地 1,323,913 1,173,924 

その他（純額） 619,059 393,036 

有形固定資産合計 2,999,121 2,531,359 

無形固定資産 43,978 66,372 

投資その他の資産   

繰延税金資産 229,599 228,603 

その他 763,269 754,445 

貸倒引当金 △16,696 △13,977 

投資その他の資産合計 976,172 969,070 

固定資産合計 4,019,272 3,566,803 

資産合計 12,277,727 12,049,749 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,192,521 1,894,016 

未払法人税等 16,483 181,600 

前受金 685,019 719,151 

賞与引当金 94,267 199,633 

役員賞与引当金 24,750 59,000 

その他 476,462 474,127 

流動負債合計 3,489,504 3,527,529 

固定負債   

退職給付引当金 163,639 138,510 

負ののれん 51,988 57,834 

その他 410,362 386,181 

固定負債合計 625,990 582,526 

負債合計 4,115,494 4,110,055 
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成22年11月30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 6,588,243 6,217,198 

自己株式 △201,130 △201,085 

株主資本合計 8,705,603 8,334,602 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,588 5,045 

為替換算調整勘定 △703,123 △525,175 

評価・換算差額等合計 △701,534 △520,130 

少数株主持分 158,164 125,221 

純資産合計 8,162,232 7,939,693 

負債純資産合計 12,277,727 12,049,749 
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 9,644,188 9,376,309 

売上原価 6,429,896 6,530,515 

売上総利益 3,214,292 2,845,793 

販売費及び一般管理費 2,418,743 2,389,563 

営業利益 795,548 456,230 

営業外収益   

受取利息 5,769 1,158 

受取技術料 16,786 11,559 

為替差益 7,152 － 

負ののれん償却額 － 5,845 

その他 17,967 25,579 

営業外収益合計 47,674 44,142 

営業外費用   

支払利息 721 1,198 

為替差損 － 9,532 

支払保証料 3,863 4,859 

その他 9,403 15,261 

営業外費用合計 13,987 30,852 

経常利益 829,235 469,519 

特別利益   

固定資産売却益 3,486 89 

貸倒引当金戻入額 296 － 

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 4,521 286,692 

特別損失   

固定資産除却損 － 3,927 

投資有価証券評価損 1,499 － 

ゴルフ会員権評価損 － 1,625 

事務所移転費用 － 59,915 

特別損失合計 1,499 65,467 

税金等調整前四半期純利益 832,257 690,744 

法人税等 351,455 181,624 

少数株主利益 7,161 8,737 

四半期純利益 473,640 500,382 

フロイント産業㈱(6312)平成23年２月期　第３四半期決算短信

-5-



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年11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 832,257 690,744 

減価償却費 158,412 184,078 

負ののれん発生益 － △286,602 

賞与引当金の増減額（△は減少） △116,409 △128,461 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △24,125 △34,250 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,884 2,735 

受取利息及び受取配当金 △10,125 △4,697 

支払利息 721 1,198 

有形固定資産売却損益（△は益） △3,486 △89 

売上債権の増減額（△は増加） 250,045 434,005 

たな卸資産の増減額（△は増加） 685,707 △318,005 

その他の資産の増減額（△は増加） △104,583 △8,854 

仕入債務の増減額（△は減少） △949,241 211,089 

前受金の増減額（△は減少） △358,146 △51,212 

その他の負債の増減額（△は減少） 31,768 △45,390 

その他 △13,166 42,615 

小計 372,742 688,904 

利息及び配当金の受取額 12,319 4,703 

利息の支払額 △721 △1,198 

法人税等の還付額 10,160 6,623 

法人税等の支払額 △388,856 △356,279 

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,644 342,752 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △10,000 － 

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 △112,850 △404,528 

有形固定資産の売却による収入 17,000 90 

無形固定資産の取得による支出 △8,026 △3,725 

投資有価証券の取得による支出 △1,416 △1,443 

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 △10,800 △58,943 

差入保証金の回収による収入 460 105,014 

投資活動によるキャッシュ・フロー △127,426 △539,780 
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年11月30日) 

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） 6,651 － 

長期借入れによる収入 △18,279 － 

長期借入金の返済による支出 － △6,831 

リース債務の返済による支出 － △1,146 

自己株式の取得による支出 － △44 

配当金の支払額 △129,440 △129,043 

少数株主への配当金の支払額 △6,198 △4,450 

財務活動によるキャッシュ・フロー △147,266 △141,516 

現金及び現金同等物に係る換算差額 9,661 △115,045 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △259,386 △453,589 

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 2,726,211 2,594,776 
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 当該事項はありません。  

  

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日）  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年11月30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  5,813,147  3,831,041  9,644,188 －  9,644,188

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
－ － － － － 

計  5,813,147  3,831,041  9,644,188 －  9,644,188

営業利益   654,222  408,275  1,062,497  △266,949  795,548

  
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  5,549,405  3,826,903  9,376,309  －  9,376,309

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 69,518  －  69,518  △69,518  －

計  5,618,924  3,826,903  9,445,828  △69,518  9,376,309

営業利益   451,398  266,623  718,022  △261,791  456,230

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３四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年11月30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   7,648,756  1,995,432   9,644,188 －   9,644,188

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 30,955  20,315  51,271  △51,271 － 

計  7,679,711  2,015,748  9,695,460  △51,271  9,644,188

営業利益  982,732  63,614  1,046,346  △250,798  795,548

  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 
 7,511,504  1,864,804  －    9,376,309  －  9,376,309

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 65,864  32,504  －  98,368  △98,368  －

計  7,577,368  1,897,309  －  9,474,678  △98,368  9,376,309

営業損益  646,044  84,994  △34,353  696,684  △240,454  456,230
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〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間（自平成21年３月１日 至平成21年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年11月30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）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し、

平成22年12月末までに従業員の同意を得ております。 

・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）  1,051,252  1,105,641  784,964  2,941,858

Ⅱ 連結売上高（千円） － － －  9,644,188

Ⅲ 連結売上高に占める海

外売上高の割合（％） 
 10.9  11.5  8.1  30.5

  北米 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  828,171  354,702  1,037,784  2,220,659

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  9,376,309

Ⅲ 連結売上高に占める海

外売上高の割合（％） 
 8.8  3.8  11.1  23.7

（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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