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半世紀以上にわたり、フロイント産業は、独創的な

技術開発で、造粒・コーティング装置や添加剤と

いった製品群を数多く育ててまいりました。私たち

が提供する機械装置は、産業や社会の「黒子」とし

て、それらを使って作られる最終製品の付加価値を

高めています。

私たちの技術の基礎は、様々な原料をもとに小さ

な粒を加工（造粒）し、被膜などで微粒子や錠剤

をコーティングすることにあります。私たちは、そ

のための機械装置（ハード）と製剤技術（ソフト）を

併せ持つ、世界的にもユニークな存在です。そして、

ハードとソフト双方の進化が、高度な機能を持つ

医薬品添加剤や食品原料につながっています。

フロイントグループは、次の半世紀を見据え、粉体

や粒子をデザインする事業分野を医薬品関連以

外にも拡げつつあります。いずれの分野において

も、ハードとソフトを高め続けることで、世界中の

皆様の健康や生活の質向上に貢献したいと考え

ています。

苦くない、
水なしでも
飲める

薬の薬効成分は全体の数％しかないこ

とをご存知ですか？残りは、薬の表面に

被膜を作ったり、飲みやすい大きさにし

たり、体内のどこで溶けさせるかを調整

するための添加剤でできています。私た

ちは、医薬品関連分野の「黒子」として、

「苦くない薬」「水なしでも飲める薬」

「効能を腸まで届けるサプリ」などの

製造を支えています。 「ノンパレル–108」

「ハイコーター FZ」

できたて
しっとりの
美味しさを

より鮮明に
美しく再現

できたての美味しさをできるだけその

ままに。業界初のアルコール系の食品

品質保持剤を発売してから37年。私た

ちは、アルコール蒸気のサイエンスを通

じ、お菓子の安全と品質を追い求め続

けてきました。水分活性値の測定器も

手がける私たちは、ハードとソフトを併

せ持つ「黒子」として、できたての美味し

さを支えています。

たとえば、コピー機用トナーは樹脂に着

色剤を練り込んだ粉体で、それらを熱で

定着させて文字や画像を再現していま

す。より鮮明で美しい再現には、微細で

均質な粉体が不可欠です。私たちは、

高精度の粉砕機（ハード）とそれを駆使

する高度な技術（ソフト）を持つ「黒子」

として、皆様の快適なオフィス生活を

支えています。「アンチモールド」 「ターボミル」

「EZ-100 ST」 「ターボスクリーナー」



69%

31% 2016年2月期
連結売上高

部門別売上高構成比：

百万円

19,027

機械部門
化成品部門
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フロイント産業株式会社とは
フロイントグループは、以下の2つの事業部門から成り立って

います。

機械部門：

医薬品分野において、造粒・コーティング装置に代表される機械

装置の技術開発に注力しています。コーティング装置の販売シェア

は、国内で約70%。アジア市場に加え、米国子会社による欧米市場

展開も加速しています。

非医薬品分野では、造粒・コーティング技術に粉砕・分級技術を

融合させることで、産業向け装置の拡販に注力しています。食品

や香料、種子、トナー、ファインセラミックス、触媒用途向けに高付

加価値製品が採用されています。

化成品部門：

近年、より精度の高い製剤技術が求められるなか、多様なニーズ

に応えられる各種添加剤を提供しています。

主力の医薬品分野向け添加剤に加え、造粒・コーティング技術を

用い、顧客企業と共同開発で栄養補助食品やシームレスミニ

カプセルの商品化も進めています。

非医薬品分野では、長年培ってきた粒子加工技術をベースに、

機能性食品原料や独自開発の食品品質保持剤を提供しています。

FREUND スナップショット：

プロフィール

見通しに関する注意事項：

この報告書は、当社の計画・見通し・戦略・業績などに関する将来の見通しを含んでいます。この見通しは、現在入手可能な情報から得られた判断に基づいています。したがって、実際の

業績は、様々なリスクや不確実性の影響を受けるものであり、これらの見通しとは大きく異なる結果となることがあることをご承知おきください。将来の見通しに影響を与えうる要素には、

当社の事業領域を取り巻く経済環境・競争圧力・関連する法規・製品の開発状況の変化・為替レートの変動などがあります。ただし、見通しに影響を与えうる要素はこれらに限定される

ものではありません。

（注）この報告書の内容は、2016年2月期（2015年3月1日～2016年2月29日）の実績に基づいています。（ただし、一部2016年3月以降の情報を含みます）
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社長ごあいさつ

“One for All,
 All for One”
一体感ある事業経営
を目指して

代表取締役社長

ステークホルダーの皆様におかれましては、日頃より

フロイントグループへの格別なご理解とご支援を賜り、

心から感謝申し上げます。

当社グループは、第6次中期経営計画『Change & Challenge 

2014～2016』のもと、100年企業に向けた第2の創業を

目指し、「One for All, All for One（一体感ある事業経営）」

をテーマに、一層の競争力強化と経営の効率化を推進して

おります。

当中計2年目の2016年2月期は、グローバルなジェネリック

医薬品に対する需要拡大などを背景に、医薬品関連事業

が堅調に推移いたしました。特に、日本政府によるジェネ

リック医薬品に対する数量シェア目標の引き上げなどが

追い風になり、国内医薬品市場における需要は急速に拡大

しております。

当中計策定時に想定していなかった事業環境の大きな変化

にも適切に対応しながら、当中計最終年度となる2017年

2月期を、次なるステージに向けての飛躍の一歩にしたいと

考えております。一層の「一体感」創出に向けて新たなチャ

レンジを進めるフロイントグループを、中長期の視点から

ご支援いただきますようお願い申し上げます。
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受注高
受注残高

売上高
営業利益
営業利益率

当期純利益
総資産当期純利益率（ROA）
自己資本当期純利益率（ROE）

研究開発費
研究開発費比率

配当金※1

配当性向
従業員数（人）

総資産
自己資本比率

フリー・キャッシュ・フロー 資本的支出
減価償却費
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FREUND スナップショット：

財務・非財務ハイライト
フロイント産業株式会社及び連結子会社
2012年2月期から2016年2月期の各事業年度

（単位：百万円） 増減率（%）

2012年2月期 2013年2月期 2014年2月期 2015年2月期 2016年2月期 2015年/2016年

会計年度

売上高 15,236 16,396 17,616 17,424 19,027 9.2 

（海外売上高） 3,422 3,596 4,382 4,367 5,480 25.5 

売上原価 10,624 11,313 12,377 11,978 12,921 7.9 

販売費及び一般管理費 3,546 3,612 3,952 4,295 4,759 10.8 

営業利益 1,065 1,470 1,286 1,150 1,346 17.1 

当期純利益 608 765 787 695 961 38.1 

受注高 12,200 12,125 12,804 14,340 15,109 5.4

受注残高 6,148 5,817 5,551 6,780 7,328 8.1

資本的支出 218 221 477 545 266 △51.2

減価償却費 264 232 303 308 321 4.4

研究開発費 390 435 464 592 687 16.0

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,219 740 1,227 822 290 △64.7

投資活動によるキャッシュ・フロー △154 △332 △423 △240 △432 80.0

財務活動によるキャッシュ・フロー △134 △164 △226 △284 △331 16.5

フリー・キャッシュ・フロー 1,064 408 803 582 △142 –

会計年度末

総資産 14,342 14,971 15,550 17,277 17,206 △0.4

純資産 8,489 9,315 10,392 11,180 11,529 3.1

（うち自己資本） 8,356 9,197 10,239 10,987 11,529 4.9

１株当たり情報※1

当期純利益（EPS、円）  35.30  44.38  45.69  40.36  55.74 38.1

純資産（BPS、円）  484.56  533.37  593.76  637.19  668.57 4.9

配当金（DPS、円）  7.50  10.00  12.50 15.00※２  12.50 △16.7

主な指標

営業利益率（%）  7.0  9.0  7.3  6.6  7.1 –

総資産当期純利益率（ROA、%）  4.2  5.1  5.1  4.0  5.6 –

自己資本当期純利益率（ROE、%）  7.5  8.7  8.1  6.6  8.5 –

純資産配当率（DOE、%）  1.6  2.0  2.2  2.4  1.9 –

配当性向（%）  21.2  22.5  27.4  37.2  22.4 –

自己資本比率（%）  58.3  61.4  65.8  63.6  67.0 –

EBITDA※３ 1,351 1,717 1,610 1,478 1,687 14.1

平均為替レート　米ドル（円）  79.80  79.80  97.73  105.79  121.10 –

ユーロ（円）  111.12  102.55  129.78  140.35  134.31 –

※１ 当社は、2016年3月1日付で普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割を行いましたが、2012年2月期の期初に当該株式分割が行われたと仮定して「１株当たり
情報」を算定しております。※2 記念配当2.50円含む。※3 EBITDA=営業利益＋受取技術料（受託テスト等収入）＋支払利息＋減価償却費

※1 当社は、2016年3月1日付で普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割を行いましたが、2012年2月期の期初に当該株式分割が行われたと仮定して「１株当たり
配当金」を算定しております。



株主・投資家
資産形成に寄与、資本市場での認知向上

取引先
良きパートナーとしての更なる協力関係、

信頼できる製品の安定供給

従業員
人権の尊重、個々の成長促進、

働きやすい安全な労働環境の提供

エンドユーザー
良い薬の享受、健康で豊かな生活の実現

社会
市民社会、国際社会への貢献

インプット

1.財務資本

2.製造資本

3.知的資本

4.人的資本

5.社会・関係資本

アウトカム

ステークホルダーへの
価値提供

1.財務資本
売上増、キャッシュ・フロー創出、

ROE＆EPS向上

2.製造資本
競争力ある製品群の提供、
トップレベルの生産性

3.知的資本
ブランド力向上

4.人的資本
優秀な研究者の育成、
グローバル人材の獲得

5.社会・関係資本
グループ間連携の強化、

グローバルネットワークの拡大、
地域・取引先との協業拡大

アウトプット

海外の技術

顧客

収益・投資

日本の技術
フロイント産業（株）、
フロイント・ターボ（株）

連携 連携

連携

粒子加工技術（医薬品・食品・産業用途）

「ハード」と「ソフト」の融合によるユニークな付加価値創造 
機械装置や化成品などの製品「ハード」の研究・開発だけでなく、その
優れた性能を実現する粒子加工技術「ソフト」を有する当社グループは、
「ハード」と「ソフト」を融合し、独創性豊かな自社製品群や受託加工、
テクニカルサービスなどのユニークな付加価値創造を推進しています。

ハード

ペン インク

ソフト

ハード ソフト
機械装置「ペン」と化成品「インク」の事業モデル化 
当社は、創業当初より、医薬品分野において、機械装置「ペン」と化成品
「インク」を事業モデル化し、競合他社との差別化を図ってまいりました。
今日、当社は、医薬品製造装置業界におけるリーディングカンパニーの
地位を築いています。

ペン インク

医薬品製造装置

産業用粉体装置

錠剤印刷装置

検査機器

試験・測定機器

医薬用添加剤

印刷用インク

機能性食品原料

食品品質保持剤
（詳細はP.16-17）

（詳細はP.18-19）

強み
独創性豊かな製品群

受託加工

テクニカルサービス

開発・生産パートナー

FREUND-
VECTOR社
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フロイント産業は、固形製剤（錠剤、顆粒剤など）を作る過程における造粒・コーティング装置（機械）と医薬品添加剤等

（化成品）の双方を主力製品としています。医薬品分野において、機械装置と医薬品の原料である化成品の両方を手がけている

のは世界でも当社だけというユニークな研究開発型企業です。

近年は、中核技術である粒子加工技術を食品や産業用途などの非医薬品分野に展開し、次の半世紀を見据えた成長戦略を推進

しております。これらの事業を通じ、フロイントグループは、世界中の皆様の健康や生活の質向上に貢献してまいります。

FREUND スナップショット：

フロイント産業の価値創造サイクル
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連結数値

単体数値

8 9

1964（昭和39）年設立のフロイント

産業。社名である「フロイント」は、

ドイツ語で「友達」という意味で、

起業に携わった名誉会長伏島靖豊

とその学友に由来しております。

企業理念である『創造力で未来を

拓く』を掲げ、世界で初の自動フィ

ルムコーティング装置「FM–2型」

の完成により、事業を開始いたしま

した。

創業以来、半世紀以上にわたり、

造粒・コーティング技術をキーテク

ノロジーとして、医薬品や食品を

主要ユーザーに「機械装置（ペン）

と化成品（インク）」の事業モデルを

展開。その過程で、独創的な機械

装置や化成品などの製品（ハード）

と製剤技術（ソフト）を蓄積し、研究

開発型企業としての道を歩んでま

いりました。

沿革：

中期経営計画の変遷

2000年2月期～2002年2月期

第1次中期計画

友翔21計画

2003年2月期～2005年2月期

第2次中期計画

活力溢れる
グループ経営で
競争優位に立つ

2006年2月期～2008年2月期

第3次中期計画

国際化への
果敢なチャレンジ

2009年2月期～2011年2月期

第4次中期計画

事業別再編と
戦略目標の設定

2012年2月期～2014年2月期

第5次中期計画

規模拡大と体質改善

9

2017年2月期 目標
売上高

230億円
営業利益

23億円

2015年2月期～2017年2月期
第6次中期計画

Change & 
Challenge

基本戦略テーマ：One for All, All for One
―創造的成長の実現

―筋肉質な企業体質への変貌

（為替前提 1USD：100円、
1€：145円）

FREUND スナップショット：

フロイント産業
の軌跡

創業
50周年

1996
経営

日本証券業協会に株式を
店頭登録（後のJASDAQ）

1969
機械

流動層造粒コーティング
装置「フローコーター」を
開発・販売

1971
機械

自動糖衣・フィルムコー
ティング装置「ハイコーター」
を開発・販売

1978
化成品

食品品質保持剤
「アンチモールド-102」を
開発・販売

1980
経営

埼玉県浦和市
（現さいたま市）にフロイント
化成（株）を設立
（2014年3月に吸収合併）

1997
経営

VECTOR CORPORATION
（米国）（現：FREUND-
VECTOR CORPORATION）
を買収

1987
化成品

多機能型食品品質保持剤
「ネガモールド」を開発・
販売

1992
経営

静岡県浜松市に浜松事業所・
技術開発研究所を開設

2010
経営

ターボ工業（株）（現：フロイ
ント・ターボ（株））を買収

経営

FREUND PHARMATEC LTD. 
をアイルランドに設立
（2016年2月、Sigmoid 
Pharma Ltd.（アイルランド）
に事業譲渡）

2008
機械

錠剤コーティング装置
「ハイコーターFZ」を開発・
販売

2013
機械

錠剤印刷装置
「タブレックス」を販売

2014
機械

連続造粒装置
「グラニュフォーマー」
concept modelを開発

2015
化成品

口腔内崩壊錠向け医薬品
添加剤「ノンパレル-105
（150）」を販売

1964
経営

東京都千代田区
神田司町に会社設立

化成品

医薬品用フィルムコー
ティング液「FC-101」、
「EC-101」を開発・販売

機械

自動フィルムコーティング
装置のテスト機「FM-2型」
開発・販売
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企業理念にかけた想い 
ステークホルダーの皆様には、平素よりフロイント

産業グループへの深いご理解、ご支援を賜り、心より

御礼申し上げます。

当社は、1964（昭和39）年、東京オリンピック大会

の開催と東海道新幹線の開業という記念すべき年

に設立し、皆様のお陰をもちまして、2014（平成26）

年に創業50周年を迎えることができました。

このたび私は、半世紀という区切りをもちまして、

経営の前線から身を退かせていただき、後進に将来を

委ねることにいたしました。

私が、当社の成長の基礎となった企業理念を作成したの

は、1969（昭和44）年頃のことでした。創業以来、会社は順調

に成長し、従業員も増えてきており、その従業員たちと共有

できる何かしらのビジョンが必要だと思ったのです。そして、

まず、『創造力で未来を拓く』という企業理念を考えました。

会社を育てていくためには、従業員たちとともに、自ら市場

と未来を拓いていかねばなりません。更に、新たな着想による

製品開発はもちろん、新しい市場を拓くに足るニーズがある

かを見定めなければなりません。これらの想いが、『創造力

で未来を拓く』という企業理念に結実しました。

更に考えたのが、漠然とした「創造」という言葉の具現化

です。そこで浮かんできたのが、「独創性豊かな製品の創造」

「先見力で新しい市場ニーズの創造」「組織を活性化する経

営基盤の創造」「困難に立ち向かうチャレンジ精神の創造」と

いう4つの「創造」でした。そして、もう一つ、「人」に光を当て

た「潤いのある人間関係の創造」を考え、ここに5つの「創造」

が完成したのです。

そして、半世紀という時を経て、企業理念が当社グループに

根付き、従業員たちによるその実践が現在の当社グループを

創り上げてくれました。

近年、医薬品業界を取り巻く環境は厳しさを増しておりま

す。このような環境下、当社グループの経営陣、従業員たちが

その社会的使命を再認識し、また企業理念の更なる実践を

通じ、100年企業に向けて成長・発展して行ってくれることを

強く願っております。

FREUND スナップショット：

名誉会長ごあいさつ

ステークホルダーの皆様には、当社グループへの変わら

ぬご鞭撻、ご愛顧をお願い申し上げますとともに、皆様の一層

のご健勝をお祈りしております。

2016年2月期（以下「当期」）は、第6次中期経営

計画（以下「当中計」）の2年目に当たります。折り

返し地点である当期のレビューをお願いします。

当中計を策定した2年前と比べ、当社を取り巻く事業環境

が大きく変わっていることを最初に申し上げます。最大の

変化が、「GE（ジェネリック医薬品）80%時代」に向けた国内医薬品

業界からの需要増で、想定外の追い風になっているとともに、グロー

バル医薬品市場も引き続き成長を続けております※1。

国内のGE特需に支えられ、医薬品分野における国内機械部門が、受注高、売上高ともに

好調に推移いたしました。これに対し、製造委託先を4社から6社に、また社員数も増強し、需要

拡大への対応を図っております。国内化成品部門においても、GE用途向け需要が好調で、特に

高付加価値製品の販売が拡大いたしました。海外では、米国やアジア地域での医薬品分野向け

機械部門が拡大いたしました※1。

2016年2月、グローバルな研究開発基盤整備のため、当社の装置とミニカプセル技術を

もとに新薬開発を行うアイルランドのベンチャー企業Sigmoid Pharma社に、FREUND PHAR-

MATEC社の事業を譲渡いたしました。

非医薬品分野では、産業機械事業（機械部門）で営業や受託加工・測定業務の強化を進めた

結果、受注高、売上高ともに伸長いたしました。食品品質保持剤事業（化成品部門）は、製品ライ

ンアップの拡充と営業強化により、長年目標としてきた売上高20億円超えを実現いたしました。

これらの結果、当期の連結業績は、売上高19,027百万円（前期比9.2%増）、営業利益1,346

百万円（同17.1%増）、経常利益1,394百万円（同11.6％増）、当期純利益961百万円（同38.1％

増）となりました※2。

※1 詳細は、P.15「フロイントグループを取り巻く市場環境」、ならびにP.18-19「特集2：医薬品関連事業のグローバル展開」

をご参照ください。

※2 P.4-5「財務・非財務ハイライト」もご参照ください。

経営戦略：

社長インタビュー

“Change & Challenge”
次の半世紀を見据えた
『フロイントらしさ』
の追求
“Change & Challenge（変革と挑戦）”のスローガン

のもと、創業51年目の2015年2月期よりスタートした

第6次中期経営計画。その進捗と今後の方向性について、

代表取締役社長の伏島巖に聞きました。

代表取締役社長　

伏島 巖

Q

A名誉会長　

伏島 靖豊

1

2

3

4

5

『創造力で未来を拓く』

その創造力には5つの創造があります。

「独創性豊かな製品の創造」

「先見力で新しい市場ニーズの創造」

「組織を活性化する経営基盤の創造」

「困難に立ち向かうチャレンジ精神の創造」

「潤いのある人間関係の創造」

企業理念
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2017年2月期（以下「来

期」）の連結業績予想の概

要をお聞かせください。

第6次中計の最終年度で

ある来期の連結業績予想に

つきましては、引き続きＧＥ関連製品が

好調に推移する前提で、売上高20,000

百万円（前期比5.1％増）、営業利益1,900

百万円（同41.1％増）、経常利益1,900百万

円（同36.2%増）、当期純利益※ 31,180百万

円（同22.8%増）を見込んでおります。

当社は、これまでも様々な変化に適

切に対応しながら成長してまいりまし

たが、より大きな変化に直面している

現在、当中計最終年度において、これまでの成果と課題をレビューし、次の中計に向けたグロー

バルな成長戦略の構築につなげたいと考えております。

※3 会計基準の改正に伴い、来期より従来の「当期純利益」は「親会社株主に帰属する当期純利益」となります。

好調な国内医薬品市場への対応、そして次の半世紀を見据えた『フロイントら

しい』成長戦略の構築に向け、現在どのような取り組みを強化していますか。

「GE80%時代」への対応といたしまして、当期、生産能力増強を行いましたの

で、来期、再来期にかけて、需要をしっかり取り込みたいと考えております。ただし、

当社はこの流れを「特需」的な側面があると捉えておりますので、需要が強い堅調な

うちに、新たな種まきを加速したいと考えております。事業資産再編を通じて、そのための事業

ポートフォリオもかなり整理されてまいりました※４。

医薬品分野におきましては、まずは国内において、「ハードとソフトの融合」領域として、当社

の機械装置を使いこなし生まれる高付加価値な医薬品添加剤の事業を拡大するとともに、当社

のテクニカル・サポート機能を付加し、お客様の差別化につながる製剤技術の提案を強化したい

と考えております。また、現在開発中の錠剤印刷装置のように、粉体以外の技術領域での事業、

造粒・コーティング工程以外をカバーする事業も強化したいと考えております。加えて、グローバ

ル市場の開拓の加速、また化成品部門の海外展開を見据えた市場開拓を模索しております。

非医薬品分野では、フロイント・ターボ（株）を中心に進めている産業機械分野の事業拡大

があります。リチウムイオン電池向けなど、当社にとって新しい分野ですが、粉体技術を駆使し

た事業展開や「ハードとソフトの融合」である受託事業を通じ、『フロイントらしさ』を追求した

いと考えております。食品品質保持剤事業では、従来のアルコール蒸散系市場に加え、市場規模

がより大きい脱酸素剤系市場も視野に入れた事業展開を模索しております。より多くのお客様

の声を取り込むことで、新たな市場が見えてくることを期待しております。

※4 事業資産再編の概要は、P.34-35「財政状態及び経営成績の経営陣による分析」をご参照ください。

これまでの
成果と課題を
レビューし、

次の中計に向けた
グローバルな

成長戦略の構築に
つなげたい

2017年2月期 連結業績予想の概要
2016年2月期 2017年2月期 前期比増減

（単位：百万円） %

売上高 19,027 20,000 +973 +5.1

営業利益 1,346 1,900 +554 +41.1

経常利益 1,394 1,900 +506 +36.2

当期純利益※3 961 1,180 +219 +22.8

１株当たり当期純利益*  55.74  68.43  +12.69 +22.8

設備投資額 266 300 +34 +12.8

減価償却費 321 320 △1 △0.3

研究開発費 687 700 +13 +1.9

*2016年3月1日付で株式分割1対2を実施しており、1株当たり当期純利益は分割調整後に修正しております。

フロイントグループの事業ポートフォリオ

部門 事業会社
事業分野※1 内製工程※2

医薬品 非医薬品 開発・設計 製造 テスト

機械

フロイント産業 —

FREUND-VECTOR

フロイント・ターボ

化成品 フロイント産業

（医薬品添加剤）

（機能性食品原料）

（食品品質保持剤）

※1 事業分野における「△」は、一部製品供給を行っていることを示します。 
※2 内製工程における「△」は、一部製造委託を含むことを示します。

社長インタビュー

Q

A

Q

A

フロイントグループのビジネスフィールド

非医薬品分野事業
の拡充

グローバル事業
の強化

新規領域
への参入

フロイント産業
フロイント・ターボ

国内

海外

フロイント産業

（フロイント・ターボ） －
フロイント産業

FREUND-VECTOR
フロイント産業

FREUND-VECTOR

フロイント産業 フロイント産業

乾燥・整粒 打錠 コーティング 印刷 包装造粒粉砕・分級 混合・練合

機械部門と化成品部門をコアコンピタンスにユニークな製品を供給

粉砕・分級装置

ファインケミカル

造粒装置

賦形剤

コーティング装置

コーティング液

印刷装置

インク

錠剤原薬

医薬品の製造工程に基づくフロイントグループの事業領域
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2020

170~200

2015

144.0

EU5

+1~4%

2020

29~39

2015

16.6

ロシア

+11~14%

2020

13~19

2015

12.1

インド

+5~8%

2020

150~180

2015

115.2

中国

+6~9%

2020

79~89

2015

78.3

日本

+0~3%

+4~7%

2020

560~590

2015

430.0

アメリカ

+5~8%

ブラジル
2020

34~44

2015

28.1

+9~12%

先進地域
62~63%

先進地域
64.0%

その他地域
11~13%

その他地域
12.7% 新興地域

25~26%

新興地域
23.3%

1兆688億
米ドル
2015年

地域別・主要国の医薬品支出 （単位：10億米ドル）

1兆4,000億～
1兆4,300億
米ドル
2020年

2016年～2020年
年平均成長率

 出所：IMS Market Prognosis, October 2015 注：1. US$建て支出は変動為替レートにより計算
2. US$建て年平均成長率（CAGR）は、2015年第2四半期時点の恒常為替レートにより計算　　　
3. 欧州5か国は、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、英国

2014年 1,144億錠

医療用医薬品市場

2020年 1,287億錠

生産数量（錠数）推定 当社を取り巻く外部環境（業界動向）

出典：日本ジェネリック協会資料から当社調べ

2015年3月期 2017年央2012年3月期 2018年～2020年度末

34.2%
50.7%

70%
（旧目標60%）

80%

1,000
億錠800

億錠580
億錠370

億錠

GE市場規模（億錠）
GEシェア（%）

+210
億錠

+220
億錠

+200
億錠

GE市場
2020年

医薬品グローバル市場の見通し
米国医療情報サービス大手のIMSヘ

ルスのグローバル医薬品市場の中期見通

し（2016年～2020年）によれば、医薬品

先進国と医薬品新興国の間の使用量の

格差が縮小し、今後5年間の年平均成長

率が4～7％となり、2020年の世界の医

薬品支出は約1.4兆米ドルに拡大する見

込みです。

今後5年間において、インド、中国、ブ

ラジル、インドネシアなどを中心とした医

薬品新興国における使用が広がり、世界

の患者への医薬品投与量は、2015年比で

24％増の4.5兆服となる見通しです。

同期間において、医薬品新興国にお

いては、GEや非オリジナルブランド医

薬品、OTC製品の使用が全体の88%を

占めることになると予想されています。

この結果、安価な医薬品やそれを可能とする技術へのニーズ

が拡大し、市場における新たなイノベーションが期待されて

います。

国内市場におけるジェネリック医薬品市場の動向

高齢化の加速などを背景とした「医療

費削減」の流れの中で、国内GE市場の拡

大が見込まれています。2015年6月に閣

議決定された政府による「骨太方針」に

は、GEの数量シェア目標として、2017年

央に70％以上、2018年～2020年度末の

なるべく早い時期に80％以上との方針

が盛り込まれました。

2017年度までの従来の数量シェア目

標である60％以上に対し約17％の引き

上げ、更に「GE80％時代」を見据えると、30％以上の引き上げ

になります。この方針に伴い、大手GEメーカーは、設備増強や

工場譲り受け、CMO（医薬品製造受託機関）の活用拡大など

を通じて、安定供給を前提とする生産能力拡大に向けた取り

組みを進めています。

また、医薬品先進国の米国においても、調剤におけるGE

薬比率が、2015年の88%から2020年の91～92％へと、更に

上昇することが見込まれています。

クローズアップ： 

フロイントグループを取り巻く市場環境

Q

A

当中計のスローガン“Change & Challenge

（変革と挑戦）”に沿って、社内にどのような

変化が見えてきましたか？

当中計2年目を終え、社員が“一体感”のある経

営や“コミュニケーション（Communication）”の

重要性を実感できる体制ができてきたと感じております。フロ

イントグループは日本市場だけに立脚する企業体ではない、グ

ループ企業が一体感をもって連携することで市場を切り拓くこ

とができる、自らが自発的・自律的に動くことこそが会社の成

長につながる―。そのような考え方を持てるようになってき

たのではないでしょうか。

2016年6月、今後の業容拡大をにらみ、執務スペースの

拡張とオフィス環境の改善のために本社を移転いたしまし

た。新たなオフィス環境において、当中計のスローガンであ

る“Change & Challenge”を実現すべく、全社をあげて多岐

にわたる案件に取り組んでまいります。

研究開発型企業である当社において、技術畑の出身でな

い私のCEOとしての役割は、社員のやる気をプロデュースす

ることにあると考えております。社員が夢を持って事業を創

造できるような環境作り―それが私の最大の使命であると

思います。

本社移転を契機に、フロイントグループの市場を自発的・

自律的に切り拓いてくれる社員を一人でも多く育てられる文化、環境づくりを強化するととも

に、人事制度の見直しなどを継続的に進めてまいります。

ステークホルダーの皆様へメッセージをお願いします。

当社は、これまでも様々な変化に適切に対応しながら成長を続けてまいりました

が、より大きな変化に直面している現在、当中計最終年度では、これまでの成果と

課題を詳細にレビューし、次の中計を支えるグローバルな成長戦略を策定したいと

考えております。

成長の源泉は、グループ社員一人ひとりによる自発的・自律的な取り組みにあります。更な

る“一体感”の創出を目指し、新たなチャレンジを進めるフロイントグループを中長期的な視点

からご支援いただきますようお願い申し上げます。

 “Change & 

Challenge”を
実現すべく、
全社をあげて
多岐にわたる
案件に取り組んで
まいります

Q

A

社長インタビュー
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OD錠関連のラインアップ
OD錠（口腔内崩壊錠）関連のラインアップとしましては、

「ノンパレル」シリーズがあります。従来の「ノンパレル」は、

核にはグラニュー糖を使っていました。四角い粒を中心に

置いて、その上に砂糖の粉末をかけて丸くしていたのです。

ところが、0.1mm径といった微粒子を製造するための小さ

なグラニュー糖はありません。そのため、核なしで、原料その

ものを丸くしたのが、「ノンパレル-105/108」です。

また、マンニトールという糖アルコールを原料とする「グラ

ニュトール」も、直接打錠用の賦形剤として、OD錠に多く使わ

れています。微妙な甘さと清涼感があるので、口の中で溶け

ても飲みやすいのです。また、糖アルコールは体内に吸収され

ず、薬物と化学反応を起こさないため、非常に使いやすいで

す。ちなみに、「ノンパレル-108」もマンニトールを使って製造

しています（下図参照）。

『フロイントらしさ』とは？
新製品として、小粒径グレードの「グラニュトール F（ファイ

ン）」を上市しました。この生

産量を拡大するにあたり、従

来の機械装置では作業性が

悪かったのですが、機械部門

との連携のもと、高速流動層

のノウハウを応用して、生産

機を改良し、作業性の改善に

つなげました。

このように、製品の生産を

立ち上げる際、機械部門のノ

ウハウで課題を克服したり、

テクニカルサービス課からの

情報を製品開発に活用することも多々あります。当社の社名

『フロイント』にあるように、部門の内外、会社の内外にかか

わらず、仲間との協力のもとに新たな付加価値を創り出せる

ことが『フロイントらしさ』ですし、当社の競争力の源泉だと

思います。

クローズアップ：

医薬品関連化成品開発の現場から

化成品本部  開発部
機能性添加剤開発課  課長

森本 泰明

「ノンパレル-108」は D-マンニトール100%の球形

粒です。結晶を造粒して核粒子とした後、微粉砕し

た粉末のレイヤリングを行うことで、D-マンニトー

ルの球形化に成功しました。

テクニカルサービスの主な役割としまして、

機械営業の引き合い段階における性能評価の

ためのテストがあります。当課にある設備を

使ってテスト対応をしています。購入前提の

試験ニーズが高い製品群には、流動層造粒・

乾燥・微粒子コーティングが可能な「フロー

コーター」や多目的機能を持つコーティング

装置「ハイコーター FZ」、そして医薬品、非医

薬品両方の分野に使われる乾式造粒機「ロー

ラーコンパクター」などがあります。

化成品の開発に関しても、当課が持つ技術

が活かされていますが、機械装置、化成品双方

に関する当課のソフトウェア的資産は、職人の

ような形で受け継がれてきました。約10年前か

ら、そのデータベース化を進めていますが、これ

を全社の資産として有効活用する取り組みを

強化したいと考えています。

また、アジア諸国の主要なお客様への訪問

などを通じ、お客様との接触頻度を高め、情報

提供と情報収集に努めることで、より広い視野

でのサポート力を備えたいと考えています。こ

れらの活動を既存製品のバージョンアップや新

製品開発につなげると同時に、化成品部門と

共有する情報量を増やし、事業基盤の融合を

一層図りたいと考えています。

テクニカルサービスの現場から

機械本部  技術開発部
TS課  課長

中村 卓也

機械部門と化成品部門の融合が、
フロイントグループの大きな強み
医薬品から食品、化学品までを対象とする造粒・コーティング

技術と機械装置、また最近ではセンシング技術やメカトロニクス

技術にも取り組む機械部門、そして食品品質保持剤、食品及び

医薬品の添加剤の販売や受託加工までを幅広く展開する

化成品部門。多岐にわたる専門家を擁し、両部門が融合してい

ることは、フロイントグループの大きな強みとなっています。

『フロイントらしさ』の源泉である融合の現状について、両部

門長に聞きました。

『フロイントらしさ』とは？
武井：最大の『フロイントらしさ』は、医薬品関連分野にお

ける機械、化成品両部門の協業だと思います。製薬業界で

は、GMP（Good Manufacturing Practice：適正製造規範※）

の管理が重要で、研究段階での製造物と同等なものを量産化

する必要があります。このため、ラボ機・実験機と生産機を

同一メーカー、同一製品にする傾向が強いのですが、製剤開発

の初期設計の段階で、当社の機械を熟知した添加剤の営業員

が製薬会社の製剤技術員に、ラボ機・実験機をPRできること

が当社の強みと言えます。

鵜野澤：そうですね、小回りの利く部門どうしが連携すること

で、単一部門だけでは実現できない開発や取り組みなど、良い

相乗効果を生んでいます。特に機械部門では、この強みが他社

を圧倒する納入実績につながっています。

OD錠への取り組み
武井：当社が近年注力しているOD錠（口腔内崩壊錠）も、『フ

ロイントらしさ』を表現できる技術領域です。当社は、多くの

分析器を揃えている世界的にもユニークな製剤機械メーカー

です。換言すれば、多くの製剤機械を揃えた添加剤メーカー

でもあります。製剤関係の実習講習会を始めて5年になります

が、OD錠製造のための実習を行えるのは当社だけとの評価も

いただいています。原点回帰ではないですが、ペンとインクの

関係が、OD錠を軸に車の両輪のように動き出しています。

鵜野澤：薬は元来苦いものなので、それを口の中で溶かすと

いうのは矛盾しています。ですから、従来は、口の中で溶かさ

ないようにマスキングのためのコーティングをしていました。

ところが、OD錠の登場で、苦い薬を口の中で溶かさなければ

ならない。そのために、薬の粒子そのものを小さくし、その一つ

ひとつをコーティングすることにしたのです。微粒子の「ノンパ

レル」はそのように開発されたのですが、これにより、機械装

置で扱う原材料の粒が一気に小さくなりました。そうなると、

粒子どうしがくっつく、粒子が壊れるなど、これまでにない困

難が生じました。それらを機械工学的なハード面、また機械を

使いこなして製剤するソフト面の双方から解決し、現在は、機

械の使い方に関する指導も含めた、『フロイントらしい』事業

展開につなげています。

武井：社会の高齢化に伴い、嚥下補助や飲みやすさへのニー

ズが高まっています。口の中で溶けるというよりも、喉を通り

やすくする。そのために、小さな錠剤にするというニーズは、

将来的にグローバル市場にも拡がることが予想されます。現

在、0.1mm径という球形粒子を製品として持っているのは当

社だけです。OD錠向け添加剤製品のラインアップも揃って

きましたので、その拡販に向けての取り組みを一層強化したい

と考えています。

※米食品医薬品局が1938年に連邦食品・医薬品・化粧品法に基づき定めた医

薬品等の製造品質管理基準。

経営戦略：

特集１：『フロイントらしさ』の源泉

機械本部  
本部長

鵜野澤 一臣

取締役
化成品本部  本部長  工学博士

武井 成通

図：「ノンパレル-108」の造粒イメージ

D-マンニトール 核粒子 ノンパレル-108

微粉砕した粉末の
レイヤリング

200μｍ
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医薬品新興国を中心とした医薬品使用費の拡大や
ジェネリック医薬品の普及により、グローバル市場は
中期的に拡大する見込み
米国医薬情報サービス大手のIMSヘルスによる世界の医薬品市場予測（2016年～2020年）

によりますと、グローバル市場は、中国やブラジル、ロシア、インドといった医薬品新興国を

中心に、医薬品使用量が拡大し、医薬品支出は、2015年の1兆688億ドルから2020年の1兆

4,000億ドル以上に増加する見通しです（同期間30％以上の増加）。また、グローバルでも

引き続きジェネリック医薬品のシェア拡大が見込まれています。

このような環境のもと、フロイントグループのグローバル展開は、医薬品会社向け造粒装置

やコーティング装置を主力に、アジアエリアをフロイント産業（以下「F産業社」）が、北米・

中南米・欧州・中東エリアをFREUND-VECTOR社（以下「FV社」）が中心となって推進し

ております。

アジアエリアにおける事業概要

日本には製薬関連企業が約2,000社あるのに対し、中国に

は5,000社、インドには1万社が存在すると言われています。

F産業社はインド、中国、韓国、台湾を主力市場と捉え、現地

の代理店網を強化するなどの取り組みを進めております。

2016年2月期は、数年前から代理店強化を行ってきたインド

に続き、韓国でも新たな代理店契約を締結いたしました。特に

注力地域であるインドや韓国、中国におけるF産業社、FV社

の連携を通じ、現地ニーズに応じた柔軟な製品供給やプライ

ベートセミナーの開催などを推進いたしました。

当社グループでは、代理店網強化によるマーケティング

拠点の増強、主要エリアにおけるデモセンターやラボの

拡充により、市場・お客様ニーズに沿った事業展開を進

めております。FV社が展開する北米・中南米・欧州・中東

エリアでは、ジェネリック医薬品メーカーが多く存在す

る欧州・中東の“スマイリーエリア”での販売を強化すべ

く、伊ミラノのデモセンターにラボを設置しております。

一方、F産業社が担当するアジアエリアでは、戦略地域を

インド、中国、台湾及び韓国に絞り込み、同地域での代理

店網の整備、市場拡大を進めております。

エジプト

トルコ

ウクライナ

モルドバ
ルーマニア

イタリア

スロベニア
ハンガリー

スロバキア

リトアニア

ラトビア

エストニア

フィンランド

スウェーデン

ノルウェー

イギリス

スペイン
ポルトガル

アイルランド
ポーランド

チェコ

オーストリア

デンマーク

ドイツ
オランダ

ベルギー

フランス

ギリシャ

イスラエル

キプロス

ヨルダン北米・中南米・欧州・中東エリアおける事業概要

経済の失速により、これまで好調だった中南米市場が低調

に推移いたしました。また、ドル高の進行で、欧州メーカーに

対する競争力が低下しましたが、米国市場の需要増がこれらの

マイナス要因を補い、2016年2月期は、FV社として過去2番目

の売上高を達成いたしました。

FV社では、システムの大型化や販売数量増加への対応で、

米国本社において組み立て工場を1.5倍に拡張し、製造能力の

増強を図るとともに、大型装置の組み立てや出荷前検査の

効率化を進めました。

また、2014年に新設した伊ミラノラボで本格的な稼働が

始まり、地域別顧客セミナーを開催し、欧州でのプレゼンス

強化を図っております。既に多くのテストや、お客様に対する

研究開発支援を実施し、同ラボに対する認知・評価が高まって

おります。

今後とも、セミナーやラボにおけるテスト能力を増強して

まいりますが、加えて、これまで参加していない地域の展示会

やお客様先への出張セミナーなどを通じ、更なる認知向上、

事業拡大を図ってまいります。

2015年2月期より、管理区分の見直しに伴い、従来の「その他」を「中南米」及び「その
他」に分割しております。

地域別
売上高内訳

71.2%

11.5%

7.0%
4.9%
5.4%

（2016年2月期）

2014年
2月期

2015年
2月期

2016年
2月期

17,616
2,177

701
1,503

13,233

1,246
450

1,027
937
1,325

2,190

13,547

1,071

1,599

13,056

17,424
19,027

28.8%
25.1%

24.9%

地域別売上高（百万円）
海外売上高比率（％）

日本
北米
中南米
欧州
その他
海外売上高比率

スマイリーエリア

アジアエリア：
ドンビン・トレーディング・リミテッド（韓国）
社長  マンスー・キム

ドンビン社は、韓国の製薬関連機器を扱う韓国でトップクラスの

業界商社です。フロイントグループの造粒・コーティング装置以外に

も、打錠機、乾燥機、充填機、パッケージ機などを扱っています。

F産業社とは2014年から提携を始め、2015年から活動を本格化さ

せています。当社の有する韓国製薬企業への販売・マーケティング力、

F産業社及び同社グループの製品力をベースに、既に大口案件を複数

受注し、販売活動も活発に行っています。

2015年10月末には約40社の顧客をお招きし、F産業社及びFV社の

プライベートセミナーを開催し、両社の販売責任者による製品技術紹介

を実施しました。また、2016年4月末には韓国の一大展示会である

コリア・パック（Korea Pack）に共同展示を行い、F産業社の「グラニュ

レックス」、乾式造粒機の実機を展示しました。

韓国市場は欧米の機器メーカーの進出も盛んで、グローバルな製品

機能が求められますが、フロイ

ントグループは、日本だけでな

く世界市場で裏打ちされた製

品が評価されています。今後、

両社のパートナーシップを強化

し、事業拡大を図っていきたい

と考えています。

ヨーロッパエリア：
ウレンテック・リミテッド（アイルランド）
代表取締役社長  マイケル・ウレン

ウレンテック社は、アイルランドの主要な医薬品関連機器専門商社

で、FV社の造粒・コーティング装置に加え、マテリアル・ハンドリング

機器やバルブシステムなど、幅広い製品を販売しています。

アイルランドは、豊富な人材と政府支援に支えられ、医薬業界の

世界的メッカで、多くのグローバル大手製薬企業が研究開発や製造の

拠点を有しています。当社は、顧客リーチや市場理解、高機能性・高品質

の製品群で、それら大手製薬企業に高く評価されています。

当社とFV社の関係は、2005年にアイルランド市場でトップの地位を

築くために両社が連携したことに始まります。FV社は、優れた造粒・コー

ティング製品群を幅広く有し、そのサービスと顧客ニーズへの対応力

は、各地域の多くの競合他社に対する強い差別化要因となっています。

最近では、FV社の伊ミラノラボにて、アイルランドからの主要顧客

向けに特別セミナーを開催しました。このラボは、テストや装置のデ

モンストレーションを容易に

行うことができ、FV社のヨー

ロッパでの地位確立に重要な

事業基盤です。

私は、当社とFV社が良好な

パートナーシップを継続するこ

とで、市場での地位を更に確固

たるものにできると確信してお

ります。ドンビン社　キム社長 ミラノラボでのアイルランド顧客向け
特別セミナー

経営戦略：

特集2：医薬品関連事業のグローバル展開

販売代理店の声 2販売代理店の声 1



売上高
内訳

12% 88%

医薬品関連
産業関連

受注高
受注残高

売上高
部門利益
部門利益率

2013年
2月期

2014年
2月期

2015年
2月期

2016年
2月期

9,272
10,067

12,407
13,112

2013年
2月期

2014年
2月期

2015年
2月期

2016年
2月期

9,914

11,004 10,941

13,037

特徴：

受注高（百万円）
受注残高（百万円）

1,172 1,242 1,108 1,189

7,0866,682

4,991

5,263
9.1%

10.1%
11.3%11.8%

売上高（百万円）
部門利益（百万円）
部門利益率（％）

●コーティング装置の販売シェアは、国内で約70%。
●アジア市場に加え、米国子会社による欧米展開も加速。
●製剤技術をベースに装置開発を行う世界で唯一の企業。
●造粒・コーティング技術に、粉砕・分級技術を融合させる
ことで、産業機械向け装置の拡販にも注力。

百万円（前期比19.2％増）

百万円（前期比7.3%増）
部門利益：

グループ会社： フロイント産業株式会社
フロイント・ターボ株式会社
FREUND-VECTOR CORPORATION

売上高： 13,037
1,189
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医薬品、食品、ファインケミカルなどの
様々な分野向けに、造粒、コーティング装置などを
製造・販売

事業戦略：

機械部門

フロイント・ターボ（株）の生い立ちについて

当社の前身ターボ工業（株）は、1967年、樹脂粉砕用の高速

気流式微粉砕機「ターボミル」の開発をもって設立され、その特

許は1969年に発明協会の発明賞を受賞しました。1972年、現在

の本社所在地に工場を開設し、自社の乾式粉砕機「ターボミル」

を使った合成樹脂の粉砕受託業務を開始しました。その後、乾

式造粒機や分級機、湿式粉砕機などが製品ラインアップに加わ

り、2010年にフロイント産業にグループ入りしました。現在、高

速の乾式粉砕技術は、当社の一番の強みになっています。

研究開発型企業の当社は、長年にわたり、自社の営業部隊

を持たず、販売は代理店に依存してきましたが、2014年、お客

様により良いサービスを提供するために東京・品川に営業事

業所を開設し、2015年には、当社の主要顧客であるケミカル

メーカーが多く立地する関西・四国地域をカバーするため、大

阪営業所を開設しました。

フロイント・ターボ（株）の事業概要について

2016年2月期（以下「当期」）の業績は、売上高が1,205百万

円（前期比20.5％増）、部門利益が94百万円（前期は△12百万

円）で、分野別売上高構成比では、食品を含むケミカル分野が

75％、医薬品分野が15％、受託業務が10％となっています。当

期の利益改善は、営業強化に伴う増収のほか、2015年に開始

した高採算の造粒受託業務が立ち上がり、低採算の粉砕受託

が減少したことによります。

当社の事業は粉体材料市場に立脚していますが、その推定

規模は2,000億～3,000億円。そこに、様々な用途を専門とする

数百社のメーカーが存在しています。その中において、当社は、

トナーやリチウム電池など、市場規模が大きく、高性能製品へ

のニーズが高い業界を中心に事業を展開していますが、今後は

東南アジアを中心とした海外市場も視野に入れています。

「フロイント・ターボ（株）らしい」製品開発について

まずは、強みの高速粉砕技術を核に、応用分野の拡大を図っ

ています。たとえば、「マルチクーリングシステム ターボミル」

という新システムでは、超高速渦流を利用した粉砕で発熱を

抑制する従来の構造に、粉砕機構を冷水で冷却する技術を付

加し、処理能力を大幅に向上させています。トナーや電池材料

用途のシリーズに加え、熱を嫌う調味料などの食品向けにも

新シリーズを展開する計画です。

分級機内蔵型微粉砕機「Vターボ」では、高速粉砕と分級の

機構間で回転数のバランスを取るなど、異なる機構の運転に

関わるソフト面の調整を行い、業界トップの性能を実現しまし

た。更に、装置にセラミック化を施し、金属によるコンタミ（異

物混入）を嫌うリチウム電池や新たな電子材料向けの用途開

拓を図っています。

従来品市場の活性化に向けた製品開発も進めています。そ

の一例が乾式造粒機「ローラーコンパクター（RC）」用の「ミニ

バッチシステム」です。従来、大型機では少量原料の造粒が不

可能でしたが、同システムを当社の従来RCに搭載することで、

数百グラム単位の微量原料を造粒できるようになりました。

このように、独自技術の進化に基づく製品開発により、次世

代製品の柱をより多く育てたいと考えています。

http://www.freund-turbo.co.jp

フロイント・ターボ（株）代表取締役社長の

渡辺宗一に事業概要と新市場開拓の

現状を聞きました。

クローズアップ：

新たな成長の柱を目指す非医薬品分野を
担うフロイント・ターボ（株）

2016年2月期の概況

医薬品関連では、国内ジェネリック医

薬品業界の旺盛な設備投資意欲により、

受注が好調に推移し、フロイント産業単

体の売上高・営業利益は増収・増益となり

ました。米国子会社のFREUND-VECTOR

社につきましては、北米向けの販売が好

調で増収となりましたが、業容拡大に向

けた先行投資による経費増を吸収でき

ず、営業利益は微減となりました。

産業関連では、国内子会社のフロイント・ターボ（株）による営業体制強化が奏功

し、売上高・営業利益ともに増加いたしました。

これらの結果、機械部門の売上高・部門利益は増収・増益となり、受注高・受注残

高につきましても、創業以来の高い水準を達成いたしました。

2017年2月期の見通し

医薬品関連では、日本政府によるジェネリック医薬品振興策推進の流れの中で、

引き続き国内ジェネリック医薬品業界からの強い需要が見込まれます。主要ジェネ

リック医薬品メーカーに対する営業を一層強化するとともに、新製品の市場投入と

製品ラインアップの拡充を図ります。

産業関連においても、営業と新製品開発を更に強化してまいります。

これらの取り組みを通じ、部門売上高として、前期比8.5%増の14,150百万円を

見込んでおります。

「ハイコーター FZ」：錠剤・顆粒のフィルム、糖衣コー
ティングなど、多目的機能を有した全周パンチング式
パン型コーティング装置。

「フローコーター」：流動層乾燥装置にスプレーシステム
をドッキングした流動層造粒・乾燥・微粒子コーティング
装置。

「Vターボ」 ミニバッチシステム搭載型
「ローラーコンパクター」

フロイント・ターボ株式会社
代表取締役社長

渡辺 宗一



売上高
内訳

31%

33%

36%

医薬品添加剤
食品品質保持剤
新規食品

受注高
受注残高

売上高
部門利益
部門利益率

2013年
2月期

2014年
2月期

2015年
2月期

2016年
2月期

2,844
2,737

1,932 1,997

2013年
2月期

2014年
2月期

2015年
2月期

2016年
2月期

6,482 6,611 6,482
5,990

特徴：

受注高（百万円）
受注残高（百万円）

565 379 474 519

242

98

560546

8.7%
7.3%

5.7%

8.7%

売上高（百万円）
部門利益（百万円）
部門利益率（％）

●医薬品添加剤は、GMP※対応設備で生産。
●食品品質保持剤は、様々な食品の品質保持に利用され、
安全な食生活に貢献。

●造粒・コーティング技術を用い、お客様企業との共同開発
で栄養補助食品やシームレスミニカプセルを商品化。
※GMP：Good Manufacturing Practice

百万円（前期比7.6％減）

百万円（前期比9.6%増）
部門利益：

グループ会社： フロイント産業株式会社

売上高： 5,990
519
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医薬品添加剤、食品品質保持剤、栄養補助食品などを
製造・販売

事業戦略：

化成品部門

食品品質保持剤事業の概要

食品品質保持剤には、鉄の酸化を利用して酸素を吸収し、

静菌効果と酸化防止機能を有する「脱酸素剤タイプ」と、エタ

ノールを蒸散して、静菌効果としっとり感を保持する「エタノー

ル蒸散タイプ」などがあります。当社は、「エタノール蒸散タイ

プ」の「アンチモールド」で約4割の国内市場シェアを有するほ

か、より優れた静菌効果を発揮する脱酸素とエタノール蒸散の

両方の機能を有するタイプの「ネガモールド」を販売していま

す。また、食品品質保持剤に限らず食品の腐敗などの指標と

なる水分活性値を分析する装置を手掛けており、食品品質保

持剤のユーザー様をはじめ、多くの食品メーカー様にご利用い

ただいています。

食品品質保持剤の製造には粉体加工を伴うことが多く、粉

体工学の知識が必要ですが、機械部門の有する豊富なデータ

が開発に役立っています。また、技術開発には、化学や食品微

生物などの領域も関係しています。

新製品開発の現状と事業展開の方向性

今後の成長戦略の軸としましては、製品ラインアップの拡充

と海外展開を考えています。

前者では、食品品質保持剤を中期的に5製品以上拡充する

ことを目指し、開発を進めています。2014年には、ネガモール

ドユーザーの利便性を向上させる「非鉄系グレード」と「酸素

検知剤一体型グレード」の２製品を発売しました。市場規模が

「エタノール蒸散タイプ」の10倍近くあると言われる「脱酸素

タイプ」への参入も検討しています。

後者では、日本のコンビニチェーンが進出している台湾で既

に実績があり、韓国をはじめとするアジアのマーケティングを

開始しています。海外には機械及び医薬品添加剤事業が先行

して進出していますので、既存の事業基盤を有効活用する展

開などについても模索しています。

フロイント産業が食品品質保持剤事業に

着手したのは1978年。2014年には、浜松に

おける本格的な自社生産が始まりました。

同事業の現状を開発部品質保持剤開発課課長の

菖蒲智之に聞きました。

株式会社シェリエ　代表取締役 髙橋 博 様

クローズアップ：

化成品部門の非医薬品分野の柱が
食品品質保持剤事業

2016年2月期の概況

医薬品添加剤においても、日本政府に

よるジェネリック医薬品普及目標の引き

上げの流れの中で、ジェネリック医薬品

メーカー向け販売が拡大いたしました。

また、経口剤に使用される機能性添加剤

で、低採算品から高採算品へのシフトを

進めた結果、医薬品添加剤の売上高は前

期比微減収になったものの、営業利益は

増益となりました。

なお、アイルランドの子会社FREUND PHARMATEC社は、2016年2月4日付で、

同国の医薬ベンチャー企業Sigmoid Pharma社に売却いたしました。

食品品質保持剤は、競争激化の中、積極的な営業展開を図りましたが、売上高は

微増、営業利益は微減となりました。

新規食品につきましては、主要顧客の生産調整の影響を受け、当社技術を活用し

た栄養補助食品の販売が落ち込み、売上高・営業利益ともに減少いたしました。

これらの結果、化成品部門の売上高は前期比減収となりましたが、同利益は増益

となりました。

2017年2月期の見通し

医薬品添加剤につきましては、引き続きジェネリック医薬品メーカーからの好調

な受注が見込まれますが、新規食品の一部顧客の生産調整が長引く可能性が高く、

部門売上高は、前期比2.3%減の5,850百万円を見込んでおります。

「グラニュトール」：「ダイラクトーズ(直打用乳糖)」で
培った技術を応用して開発したD-マンニトールの直接
打錠用賦形剤。

「ネガモールド」：当社製品「アンチモールド・マイル
ド」のアルコールにより微生物の静菌機能と脱酸素剤
の菌繁殖抑制機能を併せもつ食品品質保持剤。

化成品本部  開発部
品質保持剤開発課  課長

菖蒲 智之

当社は1986（昭和61）年、東京で創業し、バウムクーヘンの

生産を開始いたしました。

1992（平成4）年に埼玉県児玉町に移転、コンビニエンス

ストアに対しクッキーをはじめとする焼き菓子を本格的に供

給するため、2000（平成12）年に現在本社のある秋山工場

を新設いたしました。

現在は、関越道沿いに、薔薇とスイーツのシャトー「花園

フォレスト」と太陽とスイーツのリゾート「上里カンターレ」と

いう2つのコンセプトを持った直営店を展開し、日本全国を

はじめ、海外からの観光客の皆様にも、当社のバウムクーヘン

などの焼き菓子をお楽しみいただいています。

私たちシェリエは、国内外を問わず、当社のお菓子を流

通・販売に必要な期間に安全・安心してお召し上がりいただ

くため、フロイント産業の食品品質保持剤「ネガモールド」を

1997年から使っています。

これからも、お客様に美味しさと安全・安心をお届けでき

るよう、フロイント産業の製品とともに、高品質なものづくり

を追求してまいります。

お客様の声



研究開発費
研究開発費比率

出願数

2013年
2月期

2014年
2月期

2015年
2月期

2016年
2月期

2013年
2月期

2014年
2月期

2015年
2月期

2016年
2月期

有効特許実施比率※：
（2016年2月末現在）

研究開発費（百万円）
研究開発費比率（％）

出願数

百万円（前期比16.0％増）

機械（医薬品関連）

添加剤

食品品質保持剤

研究開発費比率：

研究開発費： 687
3.6%
94%
69%
75%

※有効特許実施比率（%）＝実施件数/有効件数×100

435
464

592

687

18

21

17

4

3.6%
3.4%

2.6%

2.7%
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事業に有効な知的資本を厳しく取捨選択

当社の研究開発の特徴は、事業戦略に基づき、技術戦略と

知財戦略が一体となって推進され、経営陣がその推進に強く

コミットしている点にあります。

その基盤として、自社技術を正確に把握するための特許情

報アーカイブがあります。それに基づき、経営陣は各特許の存

在意義を詳細に確認・検討し、事業に必要のない特許はため

らうことなく捨てています。

その結果、当社の知的資本には、権利が発生している特許

の使用率、すなわち有効特許実施（活用）比率が高いという特

徴があります。

第三者機関の工藤一郎国際特許事務所が独自に開発した

有効特許保持に係る指標「特許競争力指標（YK値）」の2016

年2月度ランキングによれば、裾野が広い流動層に関連する

造粒プロセス・造粒装置セクターで、当社は国内メーカー43社

中第2位でした。ちなみに、第1位は、非医薬品・食品分野の

大規模産業機械の大手メーカーで、当社との競合はありませ

ん。こういった外部評価も、事業・技術・知財戦略が連携して

いる成果の一つだと思います。

今後は、『フロイントらしい』知的資本創造に関する考え方

を担当レベルにまで浸透させ、より競争力のある積極的な研

究開発につなげたいと考えています。

フロイント産業の技術の育み方

当社は、不要な枝を剪定し、元気な樹木を育てるがごとく、

研究開発の質向上に取り組んでまいりました。その結果、「流

動層（造粒）」と「ハイコーター（コーティング）」という技術が

大木に育ちました。現在は、接ぎ木や新種の苗木の育成など

を通じ、新たな技術の木を育みつつあります。その一環で開発

を進めているのが、連続造粒装置と錠剤印刷装置です（詳細

は次ページをご覧ください）。

研究開発型企業として、特許を中心とした知的資本の創出と
その有効活用を戦略的に推進してきたフロイント産業
「ペン」と「インク」を両輪に、半世紀以上にわたり積み重ねてきた開発の歴史に新たな技術を如何に融合させるか―。

知的資本創造における『フロイントらしさ』について、法務特許室に聞きました。

持続的成長を支える基盤：

フロイント産業の研究開発

知的資本ハイライト

この度、当社は、製剤の連続製造を可

能とする連続造粒装置「グラニュフォー

マー」の生産機を開発いたしました。従

来、製剤製造は、個々の作業工程が分

離したバッチ工程により行われてきまし

た。この方法は、各中間工程での製品品

質を担保するための方法として用いられ

てきましたが、生産性に優れているとは

言えませんでした。

市場の更なる合理的安定生産への要

請から、従来の工程を革新すべく、フロ

イント産業のDNAである創業者の発案

に加え、新たな分光分析技術を導入する

ことで、リアルタイムに製造工程内の製

錠剤取り間違いによる医療過誤を真

に防止するためには、すべての錠剤に視

認性の高い文字やコードを印刷するこ

とが重要だと考え、次世代錠剤印刷機

「ＴＡＢＲＥＸ Ｒｅｖ．」をフロイント産業

の総力を挙げて開発いたしました。

「ＴＡＢＲＥＸ Ｒｅｖ．」には、業界初

のモジュラー方式やガイドレスの錠剤搬

送方式などの新たなコンセプトや他社

にない新機能などを数多く盛り込み、よ

り低コストで簡単に新たな錠剤への印刷

（品種追加）を可能にするとともに、錠

剤の生産規模に応じたフレキシブルな設

備導入を可能といたしました。

剤品質を管理し、製剤の連続製造を可能

とする先駆的装置を実現することができ

ました。従来の製剤工程では打錠まで複

数日かかっていましたが、この装置によ

り、わずか1時間未満の時間で打錠を開

始できるようになりました。

「グラニュフォーマー」生産機は、今後

10年で過去100年に匹敵する医薬製造

の変化が起こり得ると言われるほど先駆

的な装置とも言えます。私たちは、フロイ

ント産業のDNAを引き継ぎながらも更

なる革新技術を加え、フロイントウェイと

して、市場の先駆けとなる装置の進化を

実現して行きたいと考えています。

また、錠剤検査機能を備えることで、

錠剤印刷プロセスを製剤工程で追加す

ることなく、「２in１＝錠剤印刷と錠剤

検査プロセスの一体化」の生産プロセス

も実現いたしました。これにより、当社

製品群の横展開に大いに寄与すること

を期待しています。

このように多彩な新機能を盛り込ん

だ「ＴＡＢＲＥＸ Ｒｅｖ．」をグローバル

戦略商品とも位置付け、日本のみならず

海外販売にも注力し、世界中の錠剤取

り間違いによる医療過誤防止に貢献し

てまいります。

TABREX Rev.（タブレックス）

世界中の錠剤取り間違いによる
医療過誤防止に貢献

業界初のモジュラー方式の錠剤印刷装置

Granuformer（グラニュフォーマー）

これからの医薬製造のあり方に
革新をもたらす先駆的な装置

開発責任者

機械本部 技術推進部 部長
工学博士

淵上 祥児

開発を推進するエンジニアたち

機械本部 設計部 設計課

米田 睦仁（左）、村上 聡（右）

せんてい
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持続的成長を支える基盤：

コーポレート・ガバナンス（2016年7月1日現在）

持続的成長を支えるコーポレート・ガバナンス体制

コーポレート・ガバナンス体制（2016年7月1日現在）

株主総会

選任・解任
報酬（枠）の決定

監査・報告

執行役員の
選任・解任

経営上の重要事項の付議
業務執行の報告

会計監査

報告

報告

選任・解任
報酬（枠）の決定

選任・解任

監査役・監査役会

社内監査役1名

社外監査役2名

取締役会

社内取締役3名

社外取締役2名

業務執行体制

会計監査人

基本方針

当社は、「お客様」、「取引先」、「株主」、「社員」、「社会」

というすべてのステークホルダーから「価値ある企業」として

支持され続けるために、企業価値・株主価値の最大化に努め

るとともに、社会的な責任を果たし、かつ持続的な成長、発展

を遂げていくことが重要であるとの認識に立ち、コーポレー

ト・ガバナンス（企業統治）の強化に努めています。

取締役会

当社の取締役会は、社外取締役2名を含む計5名で構成され

ております。また、社外監査役2名を含む監査役3名が出席して

おります。取締役会は、原則として月1回開催し、経営上の重要

事項の決定と業務執行の監督を行っており、社外取締役及び

社外監査役の客観的かつ専門的な視点を通して、適切な意思

決定・経営監督の実現を図っております。

監査役会

当社は監査役会設置会社であり、1名の常勤監査役と2名

の社外監査役が、毎月開催している取締役会等の重要な会議

に出席するほか、取締役の業務執行状況を厳正に監査してお

ります。

社外取締役および社外監査役

当社の社外取締役は、財務・会計に関する高い知見を有す

る公認会計士、スポーツ界におけるリーダーシップなど豊富な

経験を有する企業経営の経験者が就任しております。当社か

取締役

監査役

役員・名誉会長

代表取締役社長（全社統括）

伏島 巖

社外取締役

真鍋 朝彦

社外監査役

飯嶋 一司

常務取締役（経営企画室長）

白鳥 則生

社外取締役

中竹 竜二

取締役（化成品本部 本部長）

武井 成通

常勤監査役

小林 正

社外監査役

新里 智弘
名誉会長

伏島 靖豊

名誉会長

当社は、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制を構築する観点から、監査役会制度を採用するとともに、

独立役員の要件を満たす社外取締役・社外監査役の選任による経営監督機能の強化や迅速化・効率化を図り、

経営の健全性、透明性、効率性の確保に努めております。
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ら独立した立場で、各分野での豊富なキャリアと専門的な知識

に基づいた客観的、中立的な助言によって、取締役会の意思決

定の適正性を向上させる役割を担っています。

社外監査役については、税務行政における十分な経験を有

するもの、財務・会計に関する高い知見を有する公認会計士

が就任しており、各々高い独立性を保持しつつ、かつその有す

る知識、経験により監査体制の強化を図っています。

2016年2月期における主な活動の状況

真鍋 朝彦（社外取締役）

2015年5月28日就任以降に開催された取締役会13回のうち

12回に出席しております。主に会計事務所における長年の経

験や知見からの発言を行っております。

中竹 竜二（社外取締役）

2015年5月28日就任以降に開催された取締役会13回のうち

８回に出席しております。主に経営全般における豊富な経験

や知見からの発言を行っております。

藤田 昌由（社外監査役）※

2016年2月期開催の取締役会16回すべてに出席し、また、

2016年2月期開催の監査役会７回すべてに出席しております。

主に他社における長年の経理部門及び監査役の経験からの発

言を行って おります。 ※2016年5月31日退任

飯嶋 一司（社外監査役）

2016年2月期開催の取締役会16回のうち14回に出席し、ま

た、2016年2月期開催の監査役会７回すべてに出席しておりま

す。主に税理士としての専門的な見地からの発言を行っており

ます。

新里 智弘（社外監査役）

2015年度開催の取締役会16回すべてに出席し、また、2015年

度開催の監査役会７回すべてに出席しております。主に公認 

会計士としての専門的な見地からの発言を行っております。

主な会議体への開催回数等（2016年2月期）

取締役会　　16回

監査役会　　7回

社外取締役の取締役会への出席状況　　76.9％

社外監査役の取締役会への出席状況　　95.8％

社外監査役の監査役会への出席状況　　100％

内部監査室

業務執行部門から独立した内部監査室は、当社および子会

社の規定に基づき業務の適正性について評価・検証する内部

監査を実施しております。また、必要に応じ、監査役及び会計

監査人と連携を図り、監査の実効性を高めることに努めてお

ります。

なお、当社の会計監査人は新日本有限責任監査法人が担当

しております。

内部統制の基本的な考え方

当社は、『創造力で未来を拓く』の企業理念を掲げ、この

ベースとなる企業の社会的責任を全うするため、コンプライア

ンスの浸透とリスク管理体制の確立に取り組んでいます。コン

プライアンスについては「法律に違反しないということだけで

なく、常識や倫理に照らして、企業や個人が正しい行動を行う

こと」と定義しています。コンプライアンス意識の欠如がリス

ク発生につながることも多く、コンプライアンスとリスクマネ

ジメントは表裏一体の関係にあると考え、コンプライアンスを

含めた内部統制を総合的に運営する内部統制委員会・内部監

査室を設置しています。

また、2015年5月1日に「会社法の一部を改正する法律」及び

「会社法施行規則の一部を改正する省令」が施行されたこと

を踏まえ、「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一

部を改定いたしました。この改定を通じ、コーポレート・ガバ

ナンスの強化を目的として、フロイントグループのコンプライ

アンス体制ならびに危機管理体制の更なる強化を目指すとと

もに、業務の適正性を確保するための体制強化、監査役の監

査の実効性確保のための体制強化等を推進してまいります。

 

BCP（Business Continuity Plan：事業継続計画）

について

当社は、事業の拡大に伴うリスクの多様化・複数化を踏ま

えて、個々のグループ企業を含めた連結ベースでの危機管理に

取り組んでいます。

BCPとは、災害や事故などの予期せぬ出来事が発生した場

合に、企業の重要業務を中断させない、あるいは中断しても可

能な限り短時間での復旧・再開を目指して、事前に策定する行

動計画です。

当社では、「自然災害」「新興感染症」などの危機発生時に

おいて、速やかにBCPを発動し、重要業務の最低限の継続を

図るとともに、事業の早期復旧に向けて取り組むこととしてい

ます。

（参考）国内大規模地震発生に備えたBCPの策定

●重要業務（時間的に復旧を急ぐ、もしくは停止を許容できな

い業務）の選定、実行する要員の選定、及び実施体制、実施

方法の制定

事業上のリスク

業界動向に関わるリスク

当社グループの売上高は、製薬業界向け取引高が過半を占

めております。製薬業界は国内・海外とも再編成時代を迎えて

おり、また、医療費抑制に向けた各国の政策等により、当社グ

ループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

価格競争に関わるリスク

機械事業では、競合企業との低価格競争や技術系企業の参

入、中国・東南アジア製の安価な製品との競合等で、厳しい価

格競争に晒されるリスクが増大しており、予想外の価格競争の

場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。

取引先との関係等に関わるリスク

国内の機械事業は、その製造を業務提携先に大きく依存し

ております。また、化成品事業のうち栄養補助食品について

2016年2月期における役員の報酬等

役員区分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる役員
の員数（名）基本報酬 賞与

取締役（社外取締役を除く） 140 83 56 6

監査役（社外監査役を除く） 9 8 0 2

社外役員 13 10 2 5

リスクマネジメント
当社グループは、リスクを企業活動に潜在し、当社グループの社会的信頼または企業価値を損ねるおそれのある

事例と捉えています。

当社グループの事業は、以下に記載する様々なリスクに晒されており、リスクの顕在化により予期せぬ業績の変動を被る

可能性があります。これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、可能なかぎり発生の防止に努め、

また、発生した場合は迅速・的確に対処する方針です。ただし、全てのリスクを網羅している訳ではありません。

なお、本項に含まれる将来に関する事項は、2016年2月期末時点において把握したものです。

は、主要な取引先への販売比率が高まっており、業務提携先

及び販売先の生産能力や技術力、経営状態や主要販売先の需

要動向の著しい変化により業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。

戦略的パートナーとの提携関係に関わるリスク

当社グループは、新技術・新製品の開発や既存製品の改善・

改良等に関して数多くの戦略的提携関係を構築しております

が、これらパートナーの戦略上の目標変更や財務上、その他事

業上の問題の発生等により、提携関係を維持できなくなり、業

績に影響を及ぼす可能性があります。

知的財産権に関わるリスク

当社グループは知的財産管理の専門部署を設置し、特許権

を含む知的財産権を厳しく管理しておりますが、想定し得ない

者等から知的財産権に関わる係争等を被る場合、または当社

●被害想定の明確化

●重要な取引先との連絡窓口の確認及びBCPの共有

●重要な取引先や委託業者の対応方針及び対応状況の把握

コーポレート・ガバナンス
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グループの自社製品等が第三者の知的財産権を侵害し、係争

に発展した場合は、業績に影響を及ぼす可能性があります。

製造物責任に関わるリスク

当社グループが提供する製品・サービスには高い信頼性が

求められておりますが、欠陥が生じるリスクがあります。製造

物賠償責任保険に加入しておりますが、保険でカバーされない

リスクや社会的評価の低下により信頼が損なわれ、業績に影

響を及ぼす可能性があります。

公的規制等に関わるリスク

当社グループは、事業展開する世界各地において、事業に

関わる許認可、輸出入、通商、公正取引、特許、消費者保護、租

税、為替管理、環境関連などの法規制の適用を受けており、こ

れらは随時見直されておりますが、遵守できなかった場合、当

社グループの活動の制限や制裁金の徴収等を受ける可能性が

あります。

人材の確保に関わるリスク

当社グループは、新製品開発・販売のために有能な人材を

確保し、雇用を維持する必要があるため、定期採用を実施し、

人材の確保、採用後の育成に努めております。有能な技術者や

営業員の確保や雇用の維持ができなくなった場合、当社グルー

プの事業目的の達成が困難となり、業績に影響を及ぼす可能

性があります。

為替変動に関わるリスク

海外売上高の拡大により、急激な為替レートの変動が当社

グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、海外

連結子会社の現地通貨建ての損益及び資産・負債等は、換算

時の為替レートにより、円換算後の価値が影響を受ける可能

性があります。

自然災害等に関わるリスク

当社グループの製造拠点及び設備等は地震等の自然災害に

よって、破壊的な損害を被る可能性があります。火災、地震に

より発生する損害に対しては保険を付保しているものの、その

補償範囲は限定されており、操業の中断や生産及び出荷の遅

延による影響、更に製造拠点等の修復に費用を要する可能性

があります。

固定資産の減損リスク

当社グループが保有する固定資産について、経営環境の著

しい悪化により、事業の収益性が低下した場合や、市場価格が

著しく下落した場合等には、固定資産の減損会計の適用によ

る減損損失が発生し、当社グループの業績に影響を及ぼす可

能性があります。

海外における事業活動に潜在するリスク
1 予期せぬ法律や規制等の変更、 2 不利な政治的・経済

的要因の発生、 3 人材雇用の難しさ、 4 テロ、戦争、感染症

疾病等による社会的混乱、 5 事業環境や競合状況等に内在

するリスクの顕在化等により、当社グループが海外で事業展開

できない場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性

があります。

社外取締役の真鍋朝彦です。

2 0 1 7年2月期は、第6次中期経営計画

『Change & Challenge 2014～2016』の最終

年度に当たりますが、創業52年目を迎え、本社

移転を含め、より大きなステージへ“Change

 & Challenge”を図ってまいります。そうした

中で、私は、2016年2月期より社外取締役に

就任し、経営に積極的に関与してまいりまし

た。2期目となる2017年2月期は、以下の機能

を引き続き発揮してまいります。

モニタリング機能の強化

公認会計士及び税理士の経験を活かし、

当社の基本戦略及び数値目標達成が適切に

個々人の能力が最大限に発揮されれば、

組織の成果は最大化する。これは誰もがわか

っていることですが、実際に企業の中でそれ

を実現することは非常に困難なことです。理

想は、従業員の力を「足し算」から「掛け算」

にすること。しかし、残念ながら、「引き算」に

なっている企業や事業部も少なくありません。

では、どうしたら理想に近づくのか。その

答えの一つは、働く人々の関係性の質を高め

ることにあります。そのためには、組織におけ

るリーダーの育成は必須項目です。

スポーツにおけるチーム作りの手法やノウ

ハウには、ビジネスの現場で有効なものが

多々あります。特に、結果だけで評価される

なされているかについて、独立的な立場から

監視・監督いたします。

企業価値最大化への貢献

当社には、経営資源の選択と集中を図るこ

とで、企業価値の更なる向上を図る余地があ

ると思っております。そのために、会計・税務

の専門家としての知見を活かし、取締役会で

の議論に積極的に関与してまいります。

こうした機能を発揮することで、高いコー

ポレート・ガバナンスの水準を維持し、株主

の皆様、お取引先など、多くのステークホル

ダーの方々のご期待にお応えする所存です。

プロスポーツや国代表チームの組織マネジ

メントには、組織を機能させる「TEAMING

（チーム化する）」のナレッジが数多く蓄積さ

れています。例えば、いかにコーチと選手の

信頼関係を育むのか、いかに選手の中から優

れたリーダーを輩出し、チームの一体感を醸

成するかといったテーマは、企業の組織強化

において十分に応用が利きます。

「リーダーが変われば組織は変わる」とい

う信念のもと、スポーツの分野で得てきた経

験を活かし、社外取締役として、コミュニケー

ションの質の向上とリーダーの育成に貢献し

たいと思っています。

モニタリング機能の強化及び企業価値最大化へ

貢献してまいります

コミュニケーションの質向上とリーダー育成に

貢献してまいります

社外取締役

真鍋 朝彦

社外取締役

中竹 竜二

社外取締役メッセージ

コーポレート・ガバナンス
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国連グローバル・コンパクト10原則

人権 原則1 企業は、国際的に宣言されている人権の保護を支持、
尊重し、

原則2 自らが人権侵害に加担しないよう確保すべきである。

労働 原則3 企業は、組合結成の自由と団体交渉の権利の実効的な
承認を支持し、

原則4 あらゆる形態の強制労働の撤廃を支持し、

原則5 児童労働の実効的な廃止を支持し、

原則6 雇用と職業における差別の撤廃を支持すべきである。

環境 原則7 企業は、環境上の課題に対する予防原則的アプローチを
支持し、

原則8 環境に関するより大きな責任を率先して引き受け、

原則9 環境に優しい技術の開発と普及を奨励すべきである。

腐敗防止 原則10 企業は、強要と贈収賄を含むあらゆる形態の腐敗の防止
に取り組むべきである。

株主・投資家とともに：
IR活動によるエンゲージメントの促進
「適時・公平」を基本方針とする情

報開示に関しましては、情報伝達ルー

トを通じ、当社グループ全体からの情

報をもとに、社長直轄のコーポレー

ト・コミュニケーション部が投資家、ア

ナリストへの対応を行っております。

当社社長、コーポレート・コミュニケーション部による個人

投資家向け説明会16回、通期、第2四半期決算時の機関投資

家向け説明会のほか、浜松技術開発研究所及びフロイント・

ベクター（株）等見学会1回、個別の面談等136回※を行いまし

た。また、決算説明会2回、株主総会リハーサル1回を大学生の

学習の場として提供いたしました。

今後も、建設的な対話、エンゲージメントを重視した積極

的なIR活動の推進を通じ、経営戦略や財務情報のみならず、リ

スクやコーポレート・ガバナンスなどの非財務情報の適時・公

平な開示を行うとともに、株主・投資家の声を反映した経営を

行うことで持続的な企業価値向上を目指してまいります。

※ テレフォンカンファレンスを含む

従業員とともに：
従業員との対話を強化
当社は、「自ら考え行動でき、高いプロ意識

を持ったフロイントマン、フロイントウーマンの

育成」を人材育成ビジョンに掲げ、人材の強化

を図っております。今後50年、100年と持続・

永続できる企業であるため、社員のチャレンジ

が活かされるような機会の提供、人間力の向

上・能力開発に積極的に取り組んでおります。

2014年に創業50周年を迎え、多様性を受け入れ、個々の能力を最大

限に発揮できる組織づくりを目指し、社長自らが当社をはじめ、グルー

プ各社の社員との面談を実施。2016年2月期は、海外を含め8拠点に

おいて、直接対話を推進いたしました。このような取り組みを通じ、企

業理念である『創造力で未来を拓く』をグローバルに共有し、勇気と

意欲を持った社員とともに、将来を見据えた第2の創業期に注力して

まいります。

地域社会とともに：
国連グローバル・コンパクトに参加

2016年3月、当

社は国際社会に

おいて持続可能

な成長を実現す

るための世界的

な取り組みであ

る国連グローバ

ル・コンパクトに参加しました。

「国連グローバル・コンパクト（以下、

「UNGC」）」は、国連のコフィー・アナ

ン事務総長（当時）が1999年に世界経

済フォーラム（ダボス会議）で提唱した、

企業による自主行動原則です。UNGC

が掲げる、人権の保護、不当な労働の排

除、環境への対応、そして腐敗の防止に

関わる10原則にのっとり、企業トップ自

らのコミットメントのもと、その実現に

向けて努力を継続しています。

クローズアップ：

ステークホルダーとの対話

当社は、『創造力で未来を拓く』という企業理念のもと、「独

創性豊かな製品の創造」、「先見力で新しい市場ニーズの創

造」、「組織を活性化する経営基盤の創造」、「困難に立ち向

かうチャレンジ精神の創造」、「潤いのある人間関係の創造」

という5つの創造力をもって、人々の暮らしを取り巻く様々な

分野で事業を展開しております。今後とも、世界中の人々の

健康に貢献し、お客様に満足いただける製品の提供を通じ、

永続的・持続的な企業価値の向上を実現してまいります。

IR優良企業奨励賞 初受賞 
当社は、一般社団法人日本IR協議会が選定する2015年

度「IR優良企業賞」において、「IR優良企業奨励賞」を受賞

しました。IR体制において経営トップ層が責任者となって

投資家とのコンタクトを増やしていることや、きめ細かい情

報開示をして個人投資家向けIR活動も活発に行っているこ

と、また活動内容においても工

夫や新しい取り組みを伴って着

実に進歩していることなどが評

価されました。

経済産業省による「グローバルニッチトップ
企業100選」に選定 
フロイント産業は経済産業省選定の「グローバルニッチ

トップ（GNT）企業100選」に選ばれました。長年にわたる

製薬メーカーへの造粒・コーティング装置の提供で蓄積した

独自の技術・ノウハウを活かして、製薬業界の製造工程にお

けるソリューションビジネスで

全世界の製薬産業に貢献して

いることが評価されました。

Topic 1

Topic 2

152回
IR説明会

118回
社長面談

100
グローバルニッチトップ
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データ関連：

財政状態及び経営成績の経営陣による分析

100年企業を目指すため、これまで以上の
盤石な財務基盤の構築及び柔軟な資本政策を
推進してまいります。
第6次中期経営計画のもと、“Change & Challenge（変革と挑戦）”を推進し、

更にその先の目標である100年企業を目指すには、これまで以上に盤石な財務

基盤の構築が重要です。

2016年2月期（以下「当期」）の財政状態に関する分析に加え、過去数年にわたり

実行してきた事業資産の再編ならびに財務面での取り組みについて、常務取締役

の白鳥則生に聞きました。

当期の財政状態に関する分析の概要

資産、負債及び純資産の状況

当期末の資産は、前期末比70百万円減少の17,206百万円

になりました。業容の拡大を受け、流動資産において、売上

債権（電子記録債権含む）及び棚卸資産がそれぞれ421百万

円、660百万円増加した一方、流動資産において現金及び預金

が828百万円減少、固定資産において建設仮勘定が203百万

円減少いたしました。

負債につきましては、仕入債務が206百万円減少、未払法人

税等が267百万円減少し、前期末比419百万円減少の5,677百

万円となりました。

純資産につきましては、為替換算調整勘定が134百万円減

少しましたが、利益剰余金が699百万円増加し、前期末比348

百万円増加の11,529百万円となりました。また、自己資本比率

が前期末の63.6％から67.0％に上昇いたしました。

キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フローは、業容の拡大などを反

映し、前期比290百万円の増加となりました。投資活動による

キャッシュ・フローは、有形固定資産の取得や少数株主からの

子会社株式取得により、432百万円の支出となり、財務活動に

よるキャッシュ・フローは、配当金の支払やリース債務の返済

などにより、331百万円の減少となりました。

これらの結果、投資活動の源泉となるフリー・キャッシュ・

フロー（営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動による

キャッシュ・フロー）は142百万円の減少となり、現金及び現金

同等物の期末残高は、前期末比505百万円減少の4,042百万

円となりました。

利益配分に関する基本方針及び配当の状況

当社は、株主価値の極大化を経営の最重要課題と位置づけ

ております。事業環境の変化に対し、機動的かつ適切に対処で

きるように企業体質の強化を図りつつ、株主の皆様への利益

配分を実行しております。

利益配当は、業績に応じた成果配分を行うことを基本に、

年間の連結配当性向30％を目標とし、経営基盤の強化や将来

の事業拡大を見据えた内部留保の充実などを総合的に勘案し

つつ、継続して安定配当を行うことを基本方針としております。

この方針を踏まえ、当期は、1株当たり25円の普通配当を実

施いたしました。また、2017年2月期の配当は、１株当たり15円

（分割前換算30円／株）の増配を予定しております※。 

これまでの事業資産再編と財務面の主な取り組み
2007年に製薬企業の米国での治験薬製造支援を担うVPS 

Corporation（米国）をCRO（医薬品開発業務受託機関）大手

のシミック株式会社へ事業譲渡いたしました。2010年には、

産業機器関連の機械装置を開発・製造するフロイント・ターボ

（株）をグループ化し、非医薬品分野への取り組みを本格化し

ております。

2014年には、食品品質保持剤の製造委託を管理していた

フロイント化成（株）を吸収し、自社生産ラインを立ち上げる

ことで、収益性の向上を図っております。

2015年には、米国事業を統括するFREUND INTERNATIONAL, 

LTD.（持株会社）をFREUND-VECTOR社に吸収し、FREUND-

VECTOR社を完全子会社化しました。

2016年2月、微小粒の球形顆粒を用いた新剤形の研究・開発

を手掛けていたアイルランドの子会社FREUND PHARMATEC

社を当社のシームレスミニカプセル製造装置「スフェレックス」

を用いて新薬の臨床試験に入りつつあるSigmoid Pharma社

（アイルランド）に売却いたしました。今後、同社の製品開発

に際し、ハード面（製造関連装置）、ソフト面（ソフトカプセル

技術）の両面で協力・支援してまいります。

事業投資と財務基盤強化の方向性
こういった事業資産の再編を通じ、ものづくり領域におけ

る投資機会が拡大しつつあります。また、研究開発において

も、次代の成長を担う錠剤印刷装置など、ハードウェアの開発

に加え、ソフトウェア開発が重要になっており、新技術に挑戦

する開発投資も積極化しております。

今後の投資機会の拡大を考えますと、現在の運転資金の規

模は必ずしも十分ではなく、財務基盤を更に強固にする必要

があり、営業戦略と財務戦略を連携させた形での柔軟な資本

政策を推進したいと考えております。

フロイント産業を含めグループ会社が3社に絞り込まれた現

在、事業の実態をより詳細に把握するため、グループ会社の決

算期統一を視野に入れ、原価管理システムのグループ運用強化

に取り組みつつあります。この事業基盤整備をもとに、2017年

以降、部門別採算管理システムを導入し、経営成績評価能力を

一層強化していく計画です。

※当社は、2016年3月1日付で普通株式を1株につき2株の割合をもって分割いた

しました。

常務取締役

白鳥 則生

2015年
2月期

2016年
2月期

835944 182146

3,1353,403

13,05312,782

17,277 17,206

連結貸借対照表（百万円）

流動資産
有形固定資産

無形固定資産
投資その他の資産

流動負債
固定負債
株主資本

その他の
包括利益累計額
少数株主持分

資産の部 負債・純資産の部

2015年
2月期

2016年
2月期

57

11,630

361

10,930

669

5,3155,427

17,277 17,206

192 ‒
△101

4,548
290 △432

△331
△31 4,042

連結キャッシュ・フロー計算書（百万円）

2007年12月 2010年6月 2014年3月 2015年1月 2016年2月

現金及び
現金同等物の
期首残高

財務活動
による

キャッシュ・
フロー

現金及び
現金同等物
に係る
換算差額

現金及び
現金同等物の
期末残高

投資活動
による

キャッシュ・
フロー

営業活動
による

キャッシュ・
フロー

フロイントグループの資産ポートフォリオ再編の概要

VPS社（米国）の事業譲渡
譲渡先の事業展開に協力

FREUND PHARMATEC社の売却
売却先の新薬開発を支援

FREUND-VECTOR社（米国）による
FREUND INTERNATIONAL社（米国）の
吸収合併

FREUND-VECTOR社の完全子会社化フロイント化成（株）の吸収合併
製造委託子会社の吸収による
スリム化

ターボ工業（株）
（現フロイント・ターボ（株））の買収
非医薬品分野の強化

2016年
2月期



連結貸借対照表
フロイント産業株式会社及び連結子会社   2014年、2015年及び2016年2月末日現在

資産の部

（単位：千円）

2014年2月期 2015年2月期 2016年2月期

資産合計 15,550,529 17,277,448 17,206,653

流動資産合計 11,331,109 12,782,160 13,053,591

現金及び預金 4,600,568 4,870,566 4,042,296

受取手形及び売掛金 4,409,286 5,266,889 5,542,999

電子記録債権 — 5,578 151,350

商品及び製品 202,036 296,478 330,747

仕掛品 937,572 931,971 1,511,095

原材料及び貯蔵品 535,596 543,437 590,674

前払費用 123,403 120,830 114,910

繰延税金資産 210,076 256,424 369,466

その他  345,239 527,353 424,172

貸倒引当金 △ 32,670 △ 37,370 △ 24,122

固定資産合計 4,219,419 4,495,288 4,153,061

有形固定資産合計 3,052,125 3,403,736 3,135,122

建物及び構築物（純額） 991,603 1,084,608 1,153,744

機械装置及び運搬具（純額） 410,237 358,366 278,205

土地  1,327,906 1,330,712 1,318,399

建設仮勘定 20,662 304,404 100,983

その他（純額） 301,715 325,644 283,788

無形固定資産合計 178,301 146,911 182,760

のれん — — 77,159

ソフトウエア 175,042 144,494 103,183

その他 3,258 2,417 2,417

投資その他の資産合計 988,992 944,640 835,179

投資有価証券 315,502 348,501 322,133

事業保険積立金 340,161 314,785 290,326

繰延税金資産 157,619 137,768 29,420

退職給付に係る資産 — — 2,812

その他 187,005 148,984 195,885

貸倒引当金 △ 11,296 △ 5,400 △ 5,400

負債・純資産の部

（単位：千円）

2014年2月期 2015年2月期 2016年2月期

負債純資産合計 15,550,529 17,277,448 17,206,653

負債合計 5,157,637 6,097,209 5,677,469

流動負債合計 4,402,725 5,427,236 5,315,576

支払手形及び買掛金 2,068,855 1,833,333 1,680,871

電子記録債務 317,482 953,608 899,494

リース債務 65,017 64,753 64,642

未払法人税等 170,561 332,544 65,043

未払消費税等 64,701 87,921 12,585

未払費用 376,966 386,453 409,464

前受金 926,851 1,242,586 1,288,049

賞与引当金 197,204 233,683 259,898

役員賞与引当金 65,000 59,000 61,000

資産除去債務 22,000  — 19,199

その他 128,084 233,351 555,327

固定負債合計 754,912 669,973 361,893

長期未払金 330,859 309,143 52,563

リース債務 179,849 113,498 54,193

退職給付引当金 176,520  —  —  

退職給付に係る負債  —  187,425 194,094

負ののれん 26,656 18,862 11,067

資産除去債務 15,253 15,555 4,213

その他 25,773 25,488 45,762

純資産合計 10,392,891 11,180,239 11,529,183

株主資本合計 10,450,446 10,930,810 11,630,488

資本金 1,035,600 1,035,600 1,035,600

資本剰余金 1,280,522 1,280,522 1,280,522

利益剰余金 8,335,593 8,816,001 9,515,679

自己株式 △ 201,269 △ 201,313 △ 201,313

その他の包括利益累計額合計 △ 211,346 57,162 △ 101,304

その他有価証券評価差額金 14,934 34,183 16,600

為替換算調整勘定 △ 226,280 34,187 △ 100,775

退職給付に係る調整累計額  — △ 11,208 △ 17,129

少数株主持分 153,791 192,266  —
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連結損益計算書及び連結包括利益計算書
フロイント産業株式会社及び連結子会社   2014年、2015年及び2016年2月期

（単位：千円）

2014年2月期 2015年2月期 2016年2月期

売上高 17,616,284 17,424,279 19,027,633

売上原価 12,377,597 11,978,398 12,921,519

売上総利益 5,238,686 5,445,881 6,106,114

販売費及び一般管理費 3,952,140 4,295,538 4,759,173

営業利益 1,286,546 1,150,342 1,346,941

営業外収益合計 60,847 106,696 64,877

受取利息 1,695 2,202 1,554

受取配当金 4,716 4,853 5,187

受取技術料 15,068 15,285 14,796

受取賃貸料 3,824 2,472 1,991

保険解約返戻金  — 13,570 17,238

為替差益 12,679 44,839  —

負ののれん償却額 7,794 7,794 7,794

その他 15,069 15,677 16,313

営業外費用合計 5,464 7,496 17,165

支払利息 4,860 4,578 3,756

貸倒引当金繰入額  — 1,750  —

為替差損  —  — 12,973

その他 604 1,168 436

経常利益 1,341,929 1,249,542 1,394,653

特別利益合計 4,665 10,030 3,830

特別損失合計 23,149 6,507 256,845

税金等調整前当期純利益 1,323,445 1,253,065 1,141,638

法人税、住民税及び事業税 441,615 561,983 153,716

法人税等調整額 78,792 △ 25,214 33,575

法人税等合計 520,408 536,768 187,292

少数株主損益調整前当期純利益 803,036 716,297 954,345

少数株主利益又は少数株主損失（△） 15,194 20,330 △ 6,783

当期純利益 787,841 695,966 961,129

少数株主損益調整前当期純利益 803,036 716,297 954,345

その他の包括利益合計 455,088 303,851 △ 155,512

包括利益 1,258,125 1,020,148 798,833

連結株主資本等変動計算書
フロイント産業株式会社及び連結子会社   2016年2月期

（単位：千円）

株主資本 その他の包括利益累計額 

少数株主
持分 

純資産合計
資本金 資本剰余金  利益剰余金  自己株式  

株主資本
合計 

その他
有価証券
評価差額金 

為替換算
調整勘定

退職給付
に係る

調整累計額 

その他の
包括利益
累計額合計

当期首残高 1,035,600 1,280,522 8,813,218※ △201,313 10,928,027※ 34,183 34,187 △11,208 57,162 192,266 11,177,456※

当期変動額

剰余金の配当 △258,668 △258,668 △258,668

当期純利益 961,129 961,129 961,129

自己株式の取得 

株主資本以外の
項目の当期
変動額（純額） △17,582 △134,962 △5,921 △158,467 △192,266 △350,733

当期変動額合計 — — 702,460 — 702,460 △17,582 △134,962 △5,921 △158,467 △192,266 351,727

当期末残高 1,035,600 1,280,522 9,515,679 △201,313 11,630,488 16,600 △100,775 △17,129 △101,304 — 11,529,183

連結キャッシュ・フロー計算書
フロイント産業株式会社及び連結子会社   2014年、2015年及び2016年2月期

（単位：千円）

2014年2月期 2015年2月期 2016年2月期

営業活動によるキャッシュ・フロー （主な内訳） 1,227,300 822,746 290,190

税金等調整前当期純利益 1,323,445 1,253,065 1,141,638

減価償却費 303,794 308,370 321,898

減損損失 22,533  — 35,264

為替差損益（△は益） △ 23,248 △ 44,585 14,213

子会社株式売却損益（△は益）  —  — 217,345

売上債権の増減額（△は増加） 453,171 △ 781,365 △ 430,893

たな卸資産の増減額（△は増加） 552,870 12,959 △ 620,626

仕入債務の増減額（△は減少） △ 113,810 345,984 △ 170,336

前受金の増減額（△は減少） △ 447,750 252,409 45,053

法人税等の支払額 △ 805,487 △ 417,810 △ 550,877

投資活動によるキャッシュ・フロー （主な内訳） △ 423,797 △ 240,261 △ 432,751

定期預金の払戻による収入 259,560 689,470 295,482

有形固定資産の取得による支出 △ 264,478 △ 453,659 △ 304,065

少数株主からの子会社株式取得による支出  —  — △ 264,189

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出  —  — △ 130,485

財務活動によるキャッシュ・フロー （主な内訳） △ 226,608 △ 284,565 △ 331,618

配当金の支払額 △ 172,238 △ 215,217 △ 258,228

現金及び現金同等物に係る換算差額 142,555 142,859 △ 31,701

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 719,450 440,779 △ 505,881

現金及び現金同等物の期首残高 3,387,948 4,107,398 4,548,178

現金及び現金同等物の期末残高 4,107,398 4,548,178 4,042,296

※会計方針の変更による累積的影響額を反映した金額となっています。
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会社概要
商号：   フロイント産業株式会社 

英文商号：  Freund Corporation 

設立： 1964年4月22日

資本金： 10億3,560万円

事業の概要：  医薬品、食品、化学等の業界向け造粒・ 
 コーティング装置及びプラントエンジニア
 リングと医薬品添加剤、食品品質保持剤、
 栄養補助食品等の開発・製造販売 

従業員(連結)：  382名

本社所在地：  〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-25-13
 フロイントビル

関係会社： フロイント・ターボ株式会社 
 粉粒体機械装置の研究開発、
 設計及び製造・販売

 FREUND-VECTOR CORPORATION 
 粉粒体機械装置の製造・販売

ホームページ： http://www.freund.co.jp

役員・名誉会長（2016年7月1日現在）

代表取締役社長  伏島 巖 

常務取締役 白鳥 則生 

取締役 武井 成通

社外取締役  真鍋 朝彦 

 中竹 竜二 

常勤監査役  小林 正 

社外監査役  飯嶋 一司

 新里 智弘 

名誉会長  伏島 靖豊
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データ関連：

会社情報（2016年2月末現在）

株式の概要
上場証券取引所： 東京証券取引所 JASDAQスタンダード

（証券コード 6312）

事業年度： 3月1日から翌年2月末日まで

定時株主総会： 毎年5月開催

株主名簿管理人： 三菱UFJ信託銀行株式会社

発行済株式総数： 9,200,000株

株主総数：  3,684名

大株主の状況（上位10名）

伏島靖豊 920  10.01

（株）エフ・アイ・エル 824  8.96

日本マスタートラスト信託銀行（株） 737  8.01
（信託口） 

日本トラスティ・サービス信託銀行（株） 573  6.23
（信託口）

（株）三菱東京UFJ銀行  430  4.68

（株）三井住友銀行 372  4.04

（株）大川原製作所 336  3.66

フロイント従業員持株会 258  2.81

（株）静岡銀行 184  2.00

明治安田生命保険（相） 180  1.96

自己株式577千株（6.28％）を保有しております。

所有者別株式分布状況

株価・出来高・TOPIXの推移（2016年5月31日現在）

発行済株式総数

9,200千株

金融機関

32.58%
2,997千株個人・その他

42.01%
3,864千株

金融商品
取引業者

0.23%
21千株

その他法人

17.77%
1,635千株

外国法人等

7.41%
681千株
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0
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3月3日

2015年
3月2日

2016年
3月1日

■フロイント産業出来高 フロイント産業株価 TOPIX

（Index） （株）

（注）自己株式は「個人・その他」に含めて
記載しております。

（注）本チャートは、分割前の株価及び出来高を遡及修正した、調整後株価・出来高にて作成しています。
フロイント産業とTOPIXの値は、2013年3月1日の終値データを100としています。

データ関連：

株式情報（2016年2月末現在）

（注）2016年3月1日付で、当社普通株式を1株につき2株の割合をもって分割いたしました。下記掲載情報は、株式分割前の2016年2月29日現在のものです。

持株数
（千株）

持株比率
（％）
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当社ホームページ内の「株主・投資

家情報」では、IR関係のニュースリ

リース、決算短信、フロイントレポー

ト、統合報告書、電子公告、決算説明

会資料、ファクトブック・ファクトシー

トなどがご覧いただけます。また、こ

のページで当社の最新のIR情報を配

信する「メール配信」の登録ができ

ますので、ぜひご登録ください。

IRツール

トップページの「株主・投資家情報」をクリックすると、
最新のIR情報をご覧いただけます。

トップページ 株主・投資家情報

決算説明会資料
（日・英版）

フロイントレポート

統合報告書
（日・英版）

PDF掲載資料
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16

フロイント産業株式会社

〒160-0023　東京都新宿区西新宿6-25-13 フロイントビル

この統合報告書に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。

コーポレート・コミュニケーション部　
Tel: 03-6890-0767   
Fax: 03-6890-0870 
E-mail: ir@freund.co.jp
URL: http://www.freund.co.jp


