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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権による金融緩和をはじめとした経済政策の期待感による

円安や株高など、景気回復の兆しが見られるものの、長引く欧州の債務問題や新興国経済の減速などの影響もあり、

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、承認審査の厳格化や技術革新の壁に直面し、画期的な新薬の

創出が困難になりつつあることに加え、医療費抑制策の強化が進んでいることなどにより、新興国への市場移行やジ

ェネリック医薬品の市場拡大が行われています。 

 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１四半期連結累計期間の業績は、売上高46億56百万円（前年同期比 ％減）、営業利益５億62百万

円（同 ％増）、経常利益５億81百万円（同 ％増)、四半期純利益３億９百万円（同 ％減）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、顧客都合による出荷延期の影響もあり、売上高は減少となるものの、高利益率案件の寄与に

より、営業利益は増加となりました。その結果、売上高は30億48百万円（同 ％減）、営業利益は４億96百万円（同

％増）となりました。 

・化成品部門 

 化成品部門においては、機能性添加剤及び栄養補助食品が引き続き好調に推移し、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16億８百万円（同 ％増）、営業利益は１億62百万円（同 ％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１四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２億28百万円増加し、151億99百万円となり

ました。増減の主な内訳は、仕掛品が3億98百万円減少したものの、現金及び預金の増加4億65百万円、基幹システム

の入替による無形固定資産の増加１億72百万円があったためであります。  

 また、当第１四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58百万円減少し、55億97百万円となり

ました。 

 当第１四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２億87百万円増加し、96億２百万円となり

ました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成26年２月期の業績予想につきましては、概ね予想どおり推移しており、本資料の公表時点において、平成25年４

月10日の決算短信で発表しました第２四半期連結累計期間及び通期業績予想に変更はありません。 

  

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（税金費用の計算） 

 税金費用については、当第１四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。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 

 会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成25年３月１日以後に

取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。   

 これによる損益に与える影響は軽微であります。  

   

該当事項はありません。   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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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25年２月28日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,617,368 4,082,549 

受取手形及び売掛金 4,764,656 4,460,987 

商品及び製品 210,802 268,341 

仕掛品 1,497,497 1,099,363 

原材料及び貯蔵品 394,182 557,955 

繰延税金資産 285,351 291,797 

前払費用 114,663 101,752 

その他 227,221 248,081 

貸倒引当金 △26,839 △29,155 

流動資産合計 11,084,903 11,081,675 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 969,595 975,576 

土地 1,324,424 1,325,807 

その他（純額） 616,168 673,775 

有形固定資産合計 2,910,188 2,975,158 

無形固定資産 29,749 201,826 

投資その他の資産   

繰延税金資産 140,053 140,527 

その他 818,524 813,006 

貸倒引当金 △12,319 △12,319 

投資その他の資産合計 946,258 941,215 

固定資産合計 3,886,197 4,118,199 

資産合計 14,971,100 15,199,875 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,478,182 2,381,179 

未払法人税等 464,890 278,850 

前受金 1,279,621 1,091,028 

賞与引当金 234,156 360,631 

役員賞与引当金 86,000 28,500 

その他 472,923 656,330 

流動負債合計 5,015,774 4,796,521 

固定負債   

退職給付引当金 168,860 172,396 

負ののれん 34,451 32,502 

資産除去債務 27,396 27,504 

その他 409,356 568,569 

固定負債合計 640,063 800,973 

負債合計 5,655,838 5,597,494 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年２月28日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年５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 7,720,198 7,856,798 

自己株式 △201,146 △201,146 

株主資本合計 9,837,542 9,974,141 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 14,365 17,978 

為替換算調整勘定 △654,152 △518,889 

その他の包括利益累計額合計 △639,786 △500,910 

少数株主持分 117,506 129,149 

純資産合計 9,315,262 9,602,380 

負債純資産合計 14,971,100 15,199,875 

4

フロイント産業㈱(6312)平成26年２月期　第１四半期決算短信



（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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年５月31日) 

売上高 4,728,509 4,656,831 

売上原価 3,350,143 3,107,223 

売上総利益 1,378,365 1,549,608 

販売費及び一般管理費 884,268 987,123 

営業利益 494,096 562,485 

営業外収益   

受取利息 581 307 

受取技術料 3,368 1,676 

保険解約返戻金 69,867 － 

負ののれん償却額 1,948 1,948 

為替差益 － 13,999 

その他 4,068 4,463 

営業外収益合計 79,834 22,394 

営業外費用   

支払利息 514 1,216 

為替差損 1,926 － 

その他 944 2,043 

営業外費用合計 3,386 3,259 

経常利益 570,545 581,619 

特別利益   

固定資産売却益 77 1,756 

特別利益合計 77 1,756 

特別損失   

投資有価証券評価損 996 － 

固定資産除却損 － 43 

特別損失合計 996 43 

税金等調整前四半期純利益 569,625 583,332 

法人税等 227,935 272,948 

少数株主損益調整前四半期純利益 341,689 310,384 

少数株主利益 9,124 1,337 

四半期純利益 332,565 309,047 
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年５月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 341,689 310,384 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △554 3,612 

為替換算調整勘定 109,731 145,569 

その他の包括利益合計 109,177 149,181 

四半期包括利益 450,867 459,566 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 433,757 447,922 

少数株主に係る四半期包括利益 17,109 11,643 
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 該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自平成24年３月１日 至平成24年５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 (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 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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）外部顧客に対する売上高  3,240,641  1,487,868  4,728,509  －      4,728,509

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  3,240,641  1,487,868  4,728,509  －  4,728,509

セグメント利益  419,473  142,875  562,348  △68,252  494,096

68,252

日本(千円)  北米(千円) 欧州(千円) その他(千円) 計(千円) 

 3,455,720  288,344  253,952  730,491  4,728,509
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自平成25年３月１日 至平成25年５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 (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）外部顧客に対する売上高  3,048,680  1,608,151  4,656,831  －      4,656,831

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  3,048,680  1,608,151  4,656,831  －  4,656,831

セグメント利益  496,861  162,804  659,665  △97,180  562,485

97,180

日本(千円)  北米(千円) 欧州(千円) その他(千円) 計(千円) 

 3,991,311  275,741  309,931  79,846  4,656,831

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）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１四半期連結累計期間 
（自 平成24年３月１日 
至 平成24年５月31日） 

  

  
当第１四半期連結累計期間 
（自 平成25年３月１日 
至 平成25年５月31日） 

  

金額 前年同期比(％) 金額 前年同期比(％) 

機械部門  2,699,558  131.0  3,026,676  112.1

化成品部門  660,227  189.6  497,883  75.4

合計  3,359,785  139.5  3,524,560  104.9

  
セグメントの名称 

  
前第１四半期連結累計期間 
（自 平成24年３月１日 
至 平成24年５月31日） 

  

  
当第１四半期連結累計期間 
（自 平成25年３月１日 
至 平成25年５月31日） 

  

金額 前年同期比(％) 金額 前年同期比(％) 

機械部門  5,260,683  100.8  5,440,014  103.4

化成品部門  449,018  225.4  485,559  108.1

合計  5,709,701  105.4  5,925,573  103.8

  
セグメントの名称 

  
前第１四半期連結累計期間 
（自 平成24年３月１日 
至 平成24年５月31日） 

  

  
当第１四半期連結累計期間 
（自 平成25年３月１日 
至 平成25年５月31日） 

  

金額 構成比(％) 金額 構成比(％) 

機械部門  3,240,641  68.5  3,048,680  65.5

化成品部門  1,487,868  31.5  1,608,151  34.5

合計  4,728,509  100.0  4,656,831  100.0
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