
 

 

                               

2021 年５月 27 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 伏島 巖 

                               （JASDAQ ｺｰﾄﾞ番号：６３１２） 

                        問合わせ先：取締役経営企画本部長 若井 正雄 

                        電 話     ：（０３）６８９０－０７５０（代表） 

 

（訂正・数値データ訂正） 

「2021 年２月期 決算短信［日本基準］（連結）」の一部訂正について 

 

 2021 年４月 12 日に公表いたしました「2021 年２月期決算短信［日本基準］（連結）」の一部に誤りが

ありましたので、下記のとおり訂正させていただきます。また、数値データにも訂正がありましたので、

訂正後の数値データを送信いたします。なお、訂正箇所には、下線を付して表示してあります。 

 

記 

１．訂正の理由 

 2021年4月13日の発表後に、記載内容の一部に誤りがあることが判明しましたので、これを訂正

します。当該訂正が損益に与える影響はありません。 

 

２．訂正箇所 

 〇添付資料 

１．経営成績等の概況 

＜決算短信 ３頁＞ 

（２）当期の財政状態の概況 

 

 

３．連結財務諸表及び主な注記 

＜決算短信 ６頁＞ 

（１）連結貸借対照表 

＜決算短信 11 頁＞ 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 



 

 

３．訂正内容 

 

１．経営成績等の概況 

（２）当期の財政状態の概況 

【訂正前】 

当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ 19 億 94 百万円増加し、204 億 99 百万円

となりました。この主な要因は、のれんが 10 億 89 百万円、建物及び構築物（純額）が５億 97 百万円、

有価証券が２億 12 百万円、原材料及び貯蔵品が２億３百万円増加したことによるものであります。 

また、当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ 12 億 52 百万円増加し、66 億 14

百万円となりました。この主な要因は、リース債務（固定）が３億 91 百万円、前受金が２億 29 百万

円、未払法人税等が１億 82 百万円、退職給付に係る負債が１億 15 百万円増加したことによるもので

あります。 

当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ６億 40 百万円増加し、128 億 84 百万

円となりました。 

 

【訂正後】 

当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ 19 億 94 百万円増加し、204 億 99 百万円

となりました。この主な要因は、のれんが 10 億 89 百万円、建物及び構築物（純額）が５億 97 百万円、

有価証券が２億 12 百万円、原材料及び貯蔵品が２億３百万円増加したことによるものであります。 

また、当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ 12 億 52 百万円増加し、66 億 14

百万円となりました。この主な要因は、リース債務（固定）が３億 91 百万円、前受金が３億 94 百万

円、未払法人税等が１億 82 百万円、退職給付に係る負債が１億 15 百万円増加したことによるもので

あります。 

当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ６億 40 百万円増加し、128 億 84 百万

円となりました。 

 



 

 

３．連結財務諸表及び主な注記 

【訂正前】 

（１）連結貸借対照表 

           (単位：千円) 
          

前連結会計年度 
(2020年２月29日) 

当連結会計年度 
(2021年２月28日) 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 1,754,324 1,754,454 

  電子記録債務 1,367,537 1,212,083 

  短期借入金 32,829 55,793 

  未払法人税等 61,729 245,299 

  未払費用 333,886 379,357 

  前受金 775,289 1,014,771 

  賞与引当金 237,693 269,742 

  役員賞与引当金 6,000 32,000 

  その他 454,630 853,926 

  流動負債合計 5,023,920 5,817,429 

 固定負債   

  長期未払金 35,547 34,689 

  リース債務 2,601 394,370 

  退職給付に係る負債 165,114 280,598 

  資産除去債務 31,683 46,472 

  役員退職慰労引当金 － 23,697 

  その他 2,512 17,648 

  固定負債合計 237,458 797,476 

 負債合計 5,261,378 6,614,905 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,035,600 1,035,600 

  資本剰余金 1,289,513 1,289,513 

  利益剰余金 11,964,299 12,625,221 

  自己株式 △773,363 △773,363 

  株主資本合計 13,516,050 14,176,972 

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 13,680 22,149 

  為替換算調整勘定 △298,749 △330,168 

  退職給付に係る調整累計額 12,967 15,729 

  その他の包括利益累計額合計 △272,101 △292,289 

 純資産合計 13,243,948 13,884,682 

負債純資産合計 18,505,327 20,499,588 

 



 

 

３．連結財務諸表及び主な注記 

【訂正後】 

（１）連結貸借対照表 

 

           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(2020年２月29日) 
当連結会計年度 

(2021年２月28日) 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 ※２ 1,754,324 ※２ 1,754,454 

  電子記録債務 ※２ 1,367,537 ※２ 1,212,083 

  短期借入金 ※１ 32,829 55,793 

  未払法人税等 61,729 245,299 

  未払費用 333,886 379,357 

  前受金 775,289 1,170,091 

  賞与引当金 237,693 258,586 

  役員賞与引当金 6,000 43,156 

  その他 454,630 698,606 

  流動負債合計 5,023,920 5,817,429 

 固定負債   

  長期未払金 35,547 34,689 

  リース債務 2,601 394,370 

  退職給付に係る負債 165,114 280,598 

  資産除去債務 31,683 46,472 

  役員退職慰労引当金 － 23,697 

  その他 2,512 17,648 

  固定負債合計 237,458 797,476 

 負債合計 5,261,378 6,614,905 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,035,600 1,035,600 

  資本剰余金 1,289,513 1,289,513 

  利益剰余金 11,964,299 12,625,221 

  自己株式 △773,363 △773,363 

  株主資本合計 13,516,050 14,176,972 

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 13,680 22,149 

  為替換算調整勘定 △298,749 △330,168 

  退職給付に係る調整累計額 12,967 15,729 

  その他の包括利益累計額合計 △272,101 △292,289 

 純資産合計 13,243,948 13,884,682 

負債純資産合計 18,505,327 20,499,588 

 



 

 

３．連結財務諸表及び主な注記 

【訂正前】 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 2019年３月１日 
 至 2020年２月29日) 

当連結会計年度 
(自 2020年３月１日 

 至 2021年２月28日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前当期純利益 568,558 1,323,101 

 減価償却費 386,491 414,446 

 減損損失 2,188 3,631 

 支払補償費 8,373 1,199 

 のれん償却額 － 27,420 

 受取保険金 － △152,876 

 賞与引当金の増減額（△は減少） 25,126 32,090 

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） △24,000 26,000 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,270 250 

 受取利息及び受取配当金 △11,927 △10,691 

 支払利息 719 2,008 

 為替差損益（△は益） △1,827 1,091 

 有形固定資産売却損益（△は益） △13,075 △18,202 

 投資有価証券売却損益（△は益） △2,200 － 

 投資有価証券評価損益（△は益） 950 － 

 保険解約損益（△は益） 321 － 

 有形固定資産除却損 26,445 36,396 

 売上債権の増減額（△は増加） △1,106,299 674,520 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △590,227 △112,902 

 その他の資産の増減額（△は増加） △94,541 186,875 

 仕入債務の増減額（△は減少） 921,933 △340,684 

 前受金の増減額（△は減少） 114,548 △42,301 

 その他の負債の増減額（△は減少） 66,026 235,536 

 その他 △352 △6,757 

 小計 273,960 2,280,153 

 利息及び配当金の受取額 11,927 10,691 

 利息の支払額 △719 △2,008 

 保険金の受取額 － 152,876 

 法人税等の還付額 19,469 7,121 

 法人税等の支払額 △324,133 △174,019 

 その他 △8,373 5,659 

 営業活動によるキャッシュ・フロー △27,868 2,280,475 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 
連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得によ
る支出 

－ △1,106,137 

 資産除去債務の履行による支出 － △4,700 

 有形固定資産の取得による支出 △835,378 △469,320 

 有形固定資産の売却による収入 30,470 88,986 

 有形固定資産の除却による支出 △585 △4,410 

 無形固定資産の取得による支出 △56,637 △8,321 

 投資有価証券の取得による支出 △2,502 △3,558 

 投資有価証券の売却による収入 4,200 － 

 保険積立金の解約による収入 9,661 － 

 差入保証金の差入による支出 △1,697 △28,729 

 差入保証金の回収による収入 147 21,695 

 譲渡性預金の預入による支出 － △211,950 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △852,322 △1,726,445 

 



 

 

３．連結財務諸表及び主な注記 

【訂正後】 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 2019年３月１日 
 至 2020年２月29日) 

当連結会計年度 
(自 2020年３月１日 

 至 2021年２月28日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前当期純利益 568,558 1,323,101 

 減価償却費 386,491 414,446 

 減損損失 2,188 3,631 

 支払補償費 8,373 1,199 

 のれん償却額 － 27,420 

 受取保険金 － △152,876 

 賞与引当金の増減額（△は減少） 25,126 20,963 

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） △24,000 37,127 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,270 250 

 受取利息及び受取配当金 △11,927 △10,691 

 支払利息 719 2,008 

 為替差損益（△は益） △1,827 1,091 

 有形固定資産売却損益（△は益） △13,075 △18,202 

 投資有価証券売却損益（△は益） △2,200 － 

 投資有価証券評価損益（△は益） 950 － 

 保険解約損益（△は益） 321 － 

 有形固定資産除却損 26,445 36,396 

 売上債権の増減額（△は増加） △1,106,299 674,520 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △590,227 △112,902 

 その他の資産の増減額（△は増加） △94,541 190,585 

 仕入債務の増減額（△は減少） 921,933 △340,684 

 前受金の増減額（△は減少） 114,548 110,119 

 その他の負債の増減額（△は減少） 66,026 83,116 

 その他 △352 △10,467 

 小計 273,960 2,280,153 

 利息及び配当金の受取額 11,927 10,691 

 利息の支払額 △719 △2,008 

 保険金の受取額 － 152,876 

 法人税等の還付額 19,469 7,121 

 法人税等の支払額 △324,133 △174,019 

 その他 △8,373 5,659 

 営業活動によるキャッシュ・フロー △27,868 2,280,475 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 
連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得によ
る支出 

－ △1,106,137 

 資産除去債務の履行による支出 － △4,700 

 有形固定資産の取得による支出 △835,378 △469,320 

 有形固定資産の売却による収入 30,470 88,986 

 有形固定資産の除却による支出 △585 △4,410 

 無形固定資産の取得による支出 △56,637 △8,321 

 投資有価証券の取得による支出 △2,502 △3,558 

 投資有価証券の売却による収入 4,200 － 

 保険積立金の解約による収入 9,661 － 

 差入保証金の差入による支出 △1,697 △28,729 

 差入保証金の回収による収入 147 21,695 

 譲渡性預金の預入による支出 － △211,950 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △852,322 △1,726,445 

 

以 上 


