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

25年2月期第2四半期 8,679 24.0 893 107.8 994 119.0 370 51.6
24年2月期第2四半期 7,002 16.4 430 72.6 453 103.6 244 △27.4

（注）包括利益 25年2月期第2四半期 385百万円 （39.0％） 24年2月期第2四半期 277百万円 （―％）

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2月期第2四半期 42.92 ―
24年2月期第2四半期 28.31 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年2月期第2四半期 14,060 8,728 61.3
24年2月期 14,342 8,489 58.3
（参考） 自己資本   25年2月期第2四半期  8,622百万円 24年2月期  8,356百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

24年2月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
25年2月期 ― 0.00
25年2月期（予想） ― 18.00 18.00

3. 平成25年 2月期の連結業績予想（平成24年 3月 1日～平成25年 2月28日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 16,200 6.3 1,200 12.7 1,310 16.6 700 15.0 81.18



(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）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 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、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
半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期
決算短信（添付資料）2ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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2月期2Q 9,200,000 株 24年2月期 9,200,000 株
② 期末自己株式数 25年2月期2Q 577,620 株 24年2月期 577,620 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年2月期2Q 8,622,380 株 24年2月期2Q 8,622,419 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災後の復興需要などにより緩やかに回復しつつあるもの

の、欧州債務危機や円高の長期化、電力供給の制約など、依然として先行き不透明な状況が続いております。  

 当社グループの主要ユーザーであります医薬業界は、新薬のパイプラインが細くなりつつあるなか、世界的な承認

審査の厳格化や医療制度の抜本的な改革が進められております。  

 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により、顧客ニーズを捉えた営業活動を展開するとと

もに、積極的に新分野への展開を図ってまいりました。 

 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24.0％増)、営業利益 百万

円(同107.8％増)、経常利益 百万円(同119.0％増)となりました。四半期純利益は特別損失に米国子会社

FREUND-VECTOR CORPORATIONの特許侵害訴訟による訴訟関連費用などを計上したことにより、 百万円(同51.6％

増)となりました。 

 セグメントごとの業績は、次のとおりであります。 

・機械部門  

 機械部門においては、堅調な受注及び海外大型案件の寄与により、売上高、営業利益ともに増加となりました。こ

の結果、売上高は56億17百万円(同26.7％増)、営業利益は７億28百万円(同84.2％増)となりました。 

・化成品部門  

 化成品部門においては、栄養補助食品における受託製品が好調に推移し、売上高、営業利益とも増加となりまし

た。この結果、売上高は、30億62百万円(同19.2％増)、営業利益は２億99百万円(同60.0％増)となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況  

 当第２四半期連結会計期間末の総資産合計は、前連結会計年度末に比べ2億81百万円減少し、 百万円となり

ました。増減の主な要因は、受取手形及び売掛金の減少によるものであります。 

 また、当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ5億20百万円減少し、 百万円と

なりました。増減の主な要因は、前受金の減少によるものであります。 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ2億39百万円増加し、 百万円となり

ました。 

キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会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

42百万円増加し、 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6億37百万円(前年同期は11億円の増加)となりました。これは仕入債務の減少3

億10百万円、法人税等の支払額4億61百万円等の減少要因があったものの、税金等調整前四半期純利益6億96百万

円、売上債権の減少5億45百万円、たな卸資産の減少1億32百万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55百万円(前年同期は73百万円の減少)となりました。これは事業保険解約によ

る収入3億5百万円等の増加要因があったものの、事業保険積立による支出2億56百万円、定期預金預入による支出72

百万円、有形固定資産の取得による支出31百万円といった減少要因があった為であります。 

 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1億55百万円(前年同期は1億33百万円の減少)となりました。これは主に配当金

の支払額1億28百万円によるものであります。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年２月期の業績予想につきましては、本資料の公表時点において、平成24年４月10日の決算短信で発表しま

した通期業績予想に変更はありません。  

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

86億79 8億93

9億94

3億70

140億60

53億32

87億28

34億77
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（１）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。 

   

（２）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。   

   

（３）追加情報  

 会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

 第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第24号）を適用しております。  

  

 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２月29日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,035,083 3,546,500

受取手形及び売掛金 4,954,594 4,411,894

商品及び製品 251,508 275,090

仕掛品 1,219,363 1,124,008

原材料及び貯蔵品 403,611 360,251

繰延税金資産 219,149 281,991

前払費用 108,630 93,741

その他 381,906 204,302

貸倒引当金 △19,134 △19,448

流動資産合計 10,554,713 10,278,332

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 975,250 942,686

土地 1,322,788 1,323,078

その他（純額） 563,830 564,654

有形固定資産合計 2,861,869 2,830,420

無形固定資産 26,573 24,870

投資その他の資産   

繰延税金資産 129,592 126,363

その他 782,472 814,062

貸倒引当金 △13,109 △13,109

投資その他の資産合計 898,955 927,316

固定資産合計 3,787,398 3,782,607

資産合計 14,342,112 14,060,939

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,810,177 2,518,297

未払法人税等 462,635 411,709

前受金 1,223,324 794,356

賞与引当金 181,242 198,554

役員賞与引当金 63,000 38,000

その他 464,434 719,769

流動負債合計 5,204,813 4,680,687

固定負債   

退職給付引当金 165,117 165,808

負ののれん 42,245 38,348

資産除去債務 26,971 27,183

その他 413,405 420,023

固定負債合計 647,740 651,363

負債合計 5,852,553 5,332,051
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年８月31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 7,084,177 7,324,895

自己株式 △201,146 △201,146

株主資本合計 9,201,521 9,442,238

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,627 9,040

為替換算調整勘定 △849,055 △828,855

その他の包括利益累計額合計 △845,427 △819,815

少数株主持分 133,465 106,465

純資産合計 8,489,558 8,728,888

負債純資産合計 14,342,112 14,060,939
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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３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

売上高 7,002,122 8,679,375

売上原価 4,828,425 6,004,875

売上総利益 2,173,697 2,674,499

販売費及び一般管理費 1,743,581 1,780,748

営業利益 430,116 893,750

営業外収益   

受取利息 961 1,214

受取技術料 11,545 7,469

保険解約返戻金 － 77,565

負ののれん償却額 3,897 3,897

その他 14,046 14,145

営業外収益合計 30,451 104,292

営業外費用   

支払利息 630 1,084

為替差損 929 1,490

その他 5,173 1,361

営業外費用合計 6,733 3,937

経常利益 453,833 994,105

特別利益   

貸倒引当金戻入額 394 －

固定資産売却益 205 4,688

特別利益合計 599 4,688

特別損失   

固定資産除却損 31 283

投資有価証券評価損 － 864

ゴルフ会員権評価損 4,500 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 12,978 －

訴訟関連費用 － 301,247

特別損失合計 17,509 302,395

税金等調整前四半期純利益 436,923 696,399

法人税等 186,408 339,362

少数株主損益調整前四半期純利益 250,515 357,037

少数株主利益又は少数株主損失（△） 6,453 △13,015

四半期純利益 244,061 370,052

6

フロイント産業(株)（6312）平成25年２月期　第２四半期決算短信



（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３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 250,515 357,037

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,547 5,413

為替換算調整勘定 29,364 23,071

その他の包括利益合計 26,817 28,484

四半期包括利益 277,333 385,522

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 272,031 395,665

少数株主に係る四半期包括利益 5,302 △10,143
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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３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24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 436,923 696,399

減価償却費 137,302 111,757

訴訟関連費用 － 301,247

賞与引当金の増減額（△は減少） 41,307 17,312

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,500 △25,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △394 △63

受取利息及び受取配当金 △4,120 △4,886

保険解約損益（△は益） － △77,565

支払利息 630 1,084

有形固定資産売却損益（△は益） △205 △4,688

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 12,978 －

売上債権の増減額（△は増加） 199,639 545,023

たな卸資産の増減額（△は増加） △230,902 132,729

その他の資産の増減額（△は増加） △44,920 189,374

仕入債務の増減額（△は減少） 232,678 △310,324

前受金の増減額（△は減少） 451,755 △445,351

その他の負債の増減額（△は減少） 4,791 △58,306

その他 △527 1,996

小計 1,230,437 1,070,738

利息及び配当金の受取額 4,120 4,886

利息の支払額 △630 △1,084

厚生年金基金脱退拠出金の支払額 △273,970 －

法人税等の還付額 180,426 25,372

法人税等の支払額 △39,508 △461,959

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,100,875 637,953

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 － △72,436

有形固定資産の取得による支出 △51,459 △31,559

有形固定資産の売却による収入 205 279

有形固定資産の除却による支出 － △140

無形固定資産の取得による支出 △200 －

投資有価証券の取得による支出 △2,005 △1,003

保険積立金の積立による支出 △19,652 △256,514

保険積立金の解約による収入 － 305,831

差入保証金の差入による支出 △746 △10

差入保証金の回収による収入 555 520

投資活動によるキャッシュ・フロー △73,301 △55,031
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △833 △9,344

配当金の支払額 △128,878 △128,905

少数株主への配当金の支払額 △3,965 △16,866

財務活動によるキャッシュ・フロー △133,677 △155,116

現金及び現金同等物に係る換算差額 21,108 14,493

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 915,004 442,298

現金及び現金同等物の期首残高 2,132,562 3,035,083

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,047,566 3,477,382
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該当事項はありません。   

  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自平成23年３月１日 至平成23年８月31日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（注）１．調整額は以下のとおりであります。 

セグメント利益の調整額△ 千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社

費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。  

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  該当事項はありません。  

  

３．地域に関する情報  

売上高 

 当社では、「四半期財務諸表に関する会計基準」で要求される開示に加え、財務諸表利用者に有用な情報を提供す

るため、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」等に基づく地域に関する情報(売上高)を開示しております。

  

（注）  １．売上高は顧客の所在地を基礎として、国又は地域に分類しております。 

２．本邦以外の地域区分は、地理的近接及び事業活動との相互関連性を勘案して決定しており、各区分に属する

主な国又は地域は、次のとおりであります。 

(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 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  

  

機械部門 
（千円） 

化成品部門 
（千円） 

計（千円） 
調整額 
（千円） 
(注1)  

四半期連結損
益計算書計上
額（千円）

(注2) 

売上高             

（1）外部顧客への売上高  4,434,231  2,567,890  7,002,122     －  7,002,122

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
    400     －       400      △400     － 

計  4,434,632  2,567,890  7,002,523  △400  7,002,122

セグメント利益  395,472  187,246  582,718  △152,602  430,116

152,602

日本(千円)  北米(千円) 欧州(千円) その他(千円) 計(千円) 

 5,405,188  717,191  359,155  520,587  7,002,122
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自平成24年３月１日 至平成24年８月31日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（注）１．調整額は以下のとおりであります。 

セグメント利益の調整額△ 千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社

費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。  

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  該当事項はありません。  

  

３．地域に関する情報  

売上高 

 当社では、「四半期財務諸表に関する会計基準」で要求される開示に加え、財務諸表利用者に有用な情報を提供す

るため、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」等に基づく地域に関する情報(売上高)を開示しております。

  

（注）  １．売上高は顧客の所在地を基礎として、国又は地域に分類しております。 

２．本邦以外の地域区分は、地理的近接及び事業活動との相互関連性を勘案して決定しており、各区分に属する

主な国又は地域は、次のとおりであります。 

(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 

  

該当事項はありません。   

   

該当事項はありません。  

  

  

機械部門 
（千円） 

化成品部門 
（千円） 

計（千円） 
調整額 
（千円） 
(注1)  

四半期連結損
益計算書計上
額（千円）

(注2) 

売上高             

（1）外部顧客への売上高  5,617,172  3,062,203  8,679,375 －  8,679,375

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
  －  －      －  － － 

計  5,617,172  3,062,203  8,679,375 －  8,679,375

セグメント利益  728,536  299,671  1,028,207  △134,456  893,750

134,456

日本(千円)  北米(千円) 欧州(千円) その他(千円) 計(千円) 

 6,445,279  598,318  489,821  1,145,955  8,679,375

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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●受注及び販売の状況 

（１）受注高                                       （単位：千円）

 （注）１．化成品部門のうち医薬品添加剤と食品品質保持剤は、販売計画に基づいた見込生産によっておりますので記

載を省略しております。 

２．金額は販売価格によっており、セグメント間の取引は相殺消去しております。 

３．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

（２）受注残高                                      （単位：千円）

 （注）１．化成品部門のうち医薬品添加剤と食品品質保持剤は、販売計画に基づいた見込生産によっておりますので記

載を省略しております。 

２．金額は販売価格によっており、セグメント間の取引は相殺消去しております。 

３．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

（３）販売実績                                      （単位：千円）

 （注）１．金額は販売価格によっており、セグメント間の取引は相殺消去しております。 

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

５．補足情報

  
セグメントの名称 

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成23年３月１日 
至 平成23年８月31日）  

  
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成24年３月１日 
至 平成24年８月31日） 

  

金額 前年同期比(％) 金額 前年同期比(％) 

機械部門  4,526,216  89.0  4,697,842  103.8

化成品部門  923,574  150.8  1,358,492  147.1

合計  5,449,790  95.7  6,056,335  111.1

  
セグメントの名称 

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成23年３月１日 
至 平成23年８月31日）  

  
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成24年３月１日 
至 平成24年８月31日） 

  

金額 前年同期比(％) 金額 前年同期比(％) 

機械部門    5,380,244  114.7  4,938,098  91.8

化成品部門  343,695  166.9  555,192  161.5

合計  5,723,940  116.9  5,493,291  96.0

  
セグメントの名称 

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成23年３月１日 
至 平成23年８月31日）  

  
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成24年３月１日 
至 平成24年８月31日） 

  

金額 構成比(％) 金額 構成比(％) 

機械部門  4,434,231  63.3  5,617,172  64.7

化成品部門  2,567,890  36.7  3,062,203  35.3

合計  7,002,122  100.0  8,679,375  100.0
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