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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 75,084 2.0 2,212 △0.1 2,488 △0.5 1,288 10.0
24年3月期 73,625 14.2 2,215 188.7 2,500 132.6 1,171 105.8

（注）包括利益 25年3月期 1,310百万円 （14.7％） 24年3月期 1,143百万円 （271.9％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年3月期 88.10 ― 4.4 5.2 2.9
24年3月期 78.82 ― 4.1 5.4 3.0

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  ―百万円 24年3月期  ―百万円

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

25年3月期 47,532 30,040 63.2 2,066.57
24年3月期 47,978 29,186 60.8 1,978.13

（参考） 自己資本   25年3月期  30,040百万円 24年3月期  29,186百万円

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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

25年3月期 2,200 △261 △455 8,404
24年3月期 468 △61 △272 6,921

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

24年3月期 ― 5.00 ― 15.00 20.00 295 25.4 1.0
25年3月期 ― 5.00 ― 17.50 22.50 327 25.5 1.2

26年3月期(予想) ― 5.00 ― 17.50 22.50 25.1

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期(累計) 36,380 △2.8 830 △18.8 965 △17.3 545 △17.3 37.49
通期 75,000 △0.1 2,110 △4.7 2,325 △6.6 1,305 1.3 89.78



※  注記事項 

(1) 期中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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

詳細は、添付資料Ｐ．14 「４．連結財務諸表 （５） 連結財務諸表に関する注記事項（会計方針の変更）」 をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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  ： 有

② ①以外の会計方針の変更  ： 無

③ 会計上の見積りの変更  ： 有

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3月期 14,574,366 株 24年3月期 15,574,366 株

② 期末自己株式数 25年3月期 38,121 株 24年3月期 819,986 株

③ 期中平均株式数 25年3月期 14,629,960 株 24年3月期 14,867,990 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 22,866 7.7 940 20.1 1,063 10.4 423 4.1
24年3月期 21,224 7.5 782 499.9 963 189.6 406 531.1

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

25年3月期 28.92 ―

24年3月期 27.34 ―

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

25年3月期 27,339 21,302 77.9 1,465.47
24年3月期 27,054 21,357 78.9 1,447.52

（参考） 自己資本 25年3月期  21,302百万円 24年3月期  21,357百万円

2. 平成26年 3月期の個別業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、連結財務諸表に対する監査手続は終了していませ
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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。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。 
・当社は、平成25年5月8日（水）にアナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明資料については、開催後速やかに当社ホームペ
ージに掲載する予定です。 

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

第2四半期(累計) 11,500 3.0 380 6.8 440 △2.4 245 △1.2 16.85
通期 24,000 5.0 1,025 9.0 1,090 2.5 590 39.5 40.59
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(1）経営成績に関する分析 

  ①当期の経営成績 

当連結会計年度における日本経済は、長引く欧州債務危機や近隣諸国との領土問題、新興国経済の減速等の影響

もあり、景気の先行きは依然として不透明な状況にありました。一方で、東日本大震災からの復興需要や、年末に

誕生した新政権の経済財政政策への期待感からの株価上昇や円高緩和など、景気回復の兆しも見られるようになり

ました。 

当社グループに関連する業界では、製造業の設備投資は、機械受注統計によると減速傾向が続いており、生産稼

働を示す鉱工業生産は年度後半に落ち込み傾向を示しております。鉄骨建築は、建築着工統計によると回復傾向を

示したものの、リーマンショック前の４分の３程度の水準に留まりました。 

このような環境の中、当社グループの業績は、機器・工具事業と機械・設備事業は共に年央より減速に転じ、建

築・配管資材事業は堅調に推移しました。 

それらの結果、当連結会計年度の売上高は750億８千４百万円（前年同期比2.0％増）、営業利益は22億１千２百

万円（同0.1％減）、経常利益は24億８千８百万円（同0.5％減）となりました。減損損失等１億３千６百万円を特

別損失に計上しましたが、法人税率の引下げ等により当期純利益12億８千８百万円（同10.0％増）となりました。

  

      事業セグメント別の状況は次の通りです。 

（機器・工具事業）  

当事業の売上高は380億３千９百万円（前年同期比1.5％減）となりました。中国経済の減速等により工業機器事

業が同3.7％減、自動車販売の持ち直し等により自動車向け機械工具事業が同1.8％増、住宅設備機器事業が同

13.5％増となったこと等によります。これらの結果、営業利益は８億９千７百万円（同14.3％減）となりました。

  

（機械・設備事業） 

当事業の売上高は141億９千４百万円（前年同期比2.7％増）となりました。工作機械事業は年度後半の落込みを

前半の好調がカバーする形となり同6.1％増、FAシステム事業は期末に持ち直し傾向が見られましたが同8.1％減と

なりました。これらの結果、営業利益は３億８千４百万円（同40.1%増）となりました。 

  

（建築・配管資材事業） 

当事業の売上高は228億５千１百万円（前年同期比7.7％増）となりました。鉄骨建築需要は回復傾向を示しまし

たが単価は弱含みで推移した結果、鉄骨建築資材事業は同7.8%増となりました。配管資材事業は新規顧客開拓等に

より同7.5%増となりました。これらの結果、営業利益は９億４千万円（同20.1％増）となりました。 

   

  ②次期の見通し 

次期の見通しにつきましては、新政権による経済政策が効果を発揮し景気が回復することに対する期待感が存在

するものの、欧米経済の動向やＴＰＰ参加の影響、円安によるエネルギー及び原料コストの高騰等不透明な要素も

多く存在しております。 

このような状況が予想される中、当社グループにおきましては、お客様視点での事業展開を遂行し、生産性の向

上による持続的な成長を目指してまいります。 

次期の業績につきましては、売上高750億円、営業利益21億１千万円、経常利益23億２千５百万円、当期純利益

13億５百万円を予想しております。  

  

 (2）財政状態に関する分析 

 (総資産） 

  当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ４億４千６百万円減少し、475億３千２百万円となりまし

た。この主な要因は、現金及び預金の増加14億２千３百万円、商品及び製品の増加２億４千３百万円等ありました

が、受取手形及び売掛金の減少19億３千４百万円等により、流動資産が３億９千８百万円減少したこと、及び固定資

産が４千７百万円減少したことによります。 

  

（負債）  

  当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べ13億円減少し、174億９千２百万円となりました。この主な

要因は、支払手形及び買掛金の減少８億６千３百万円、未払法人税等の減少３億２千万円等により、流動負債が11億

７千２百万円減少したこと、退職給付引当金の減少１億３千１百万円等により、固定負債が１億２千７百万円減少し

たことによります。  

  

１．経営成績・財政状態に関する分析
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（純資産） 

 当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末に比べ８億５千４百万円増加し、300億４千万円となりました。

この主な要因は、当期純利益12億８千８百万円の計上、剰余金の配当２億９千４百万円、自己株式の取得１億６千２

百万円等によるものであります。 

   

（キャッシュ・フローについて） 

 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動における資金の

増加、投資活動及び財務活動における資金の減少により、期首残高に比べ14億８千２百万円増加したことから、当連

結会計年度末には84億４百万円（前年同期は69億２千１百万円）となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は、22億円（前年同期は得られた資金４億６千８百万円）と

なりました。これは主に法人税等の支払額13億３千３百万円、仕入債務の減少８億１千８百万円等ありましたが、税

金等調整前当期純利益23億５千３百万円、売上債権の減少額19億７千２百万円、減価償却費３億５千７百万円等によ

るものであります。 

   

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は、２億６千１百万円（前年同期は使用した資金６千１百万

円）となりました。これは主に差入保証金の差入による支出１億６千７百万円、有形固定資産の取得による支出９千

８百万円等によるものであります。 

  

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度において財務活動の結果使用した資金は、４億５千５百万円（前年同期は使用した資金２億７千２

百万円）となりました。これは配当金の支払額２億９千３百万円、自己株式の取得による支出１億６千２百万円によ

るものであります。  

  

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

   
自己資本比率＝自己資本÷総資産 

時価ベースの自己資本比率＝株式時価総額÷総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率＝有利子負債÷営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ＝営業キャッシュ・フロー÷利払い 

  

（注）１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

３．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債

を対象としております。また、利払いについては連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用し

ております。 

  
第53期

（平成23年３月期）
第54期

（平成24年３月期） 
第55期

（平成25年３月期）

自己資本比率（％）  63.6  60.8  63.2

時価ベースの自己資本比率（％）  25.1  26.4  28.3

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）  －  －  －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  26,080.4  176,438.6  －
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 株主の皆様への利益配分に関しましては、配当政策を 重要課題のひとつと捉え、下記の基本方針を適用させてい

ただいております。 

①将来にわたる株主利益拡大のため、収益基盤の拡充に取り組みます。そのための成長分野への積極的な投資に向け

て、内部留保の確保を優先してまいります。 

②配当金につきましては、連結当期純利益の25％程度といたします。  

また、上記の配当性向に基づく配当金が年間10円を下回る場合にも、引き続き年間10円の安定配当を目指す所存で

す。 

（注）計算上の銭単位端数については、50銭刻みで繰り上げます。 

1～49銭の場合；50銭、51～99銭の場合；1円  

  

 期末配当金につきましては、１株当たりの期末配当金を17円50銭とし、すでに実施済みの中間配当金１株当たり５

円と合わせて、年間配当金は22円50銭となります。  

 また、次期の配当金につきましては１株当たり中間配当金５円、期末配当金17円50銭、年間配当金22円50銭を予定

しております。  

  

(4）事業等のリスク 

 当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性があるリスクには以下のようなものがあります。 

 なお、本項のうち将来に関する事項は、当決算発表日現在において判断したものでありますが、ここに掲げられて

いる項目に限定されるものではありません。 

  

①設備投資動向等の影響について  

 当社グループは当社（建築・配管資材事業）、子会社 ㈱ジーネット（機器・工具事業、機械・設備事業）、岐阜

商事㈱（機器・工具事業）で構成されています。  

 当社は鉄骨建築業界と関連が深く、主鋼材以外のすべての鉄骨建築関連資材・部材を鉄骨建築業者等に販売してお

り、㈱ジーネットは工作機械業界と関連が深く、機械ならびに工具を機械工具販売業者等へ販売しております。岐阜

商事㈱は自動車業界と関連が深く、主に切削工具類を自動車メーカー及び自動車メーカーグループに販売しておりま

す。 

 当社の主力商品であるハイテンションボルト、主力自社製品であるブレースは主に工場、倉庫、店舗などに使用さ

れるため、当社業績は民間設備投資の動向に影響を受ける傾向があります。このため、民間設備投資需要の動向いか

んによっては、受注競争激化による採算悪化のリスクが存在します。 

 ㈱ジーネットは主力商品の工作機械・工具を一次卸売りしております。機械部門の業績は、製造業の設備投資動向

に影響を受け、また工作機械業界の受注環境とも連動し、大きく左右される傾向があります。このため、製造業の設

備投資需要の動向いかんによっては、受注高の減少による採算悪化のリスクが存在します。 

 岐阜商事㈱は主に切削工具類を自動車メーカー及び自動車メーカーグループに販売しております。工作機械の販売

比率が低いため、㈱ジーネットほど設備投資動向の影響は受けませんが自動車業界の生産動向に左右される傾向があ

ります。 

 設備投資の動向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。 

  

②貸倒れリスクについて 

 当社は全国の鉄骨建築業者約8,400社へ建築関連資材・部材を直接販売しており、売上債権が特定の少数の取引先

に集中することが少ないため貸倒れリスクは分散されております。 

 ただし、建設業界を取巻く環境は依然厳しく、建設業者の業績の影響を受け、貸倒れが増加する可能性がありま

す。 

 ㈱ジーネットは全国の機械工具販売業者約4,200社へ販売しており、当社と異なり一社当たりの売上債権額が比較

的大きいため個社別の債権管理を中心に行っております。取引先の数を増やし売上を分散させ、貸倒れリスクを 小

限にするように努めておりますが、機械工具販売業者の業績動向によって貸倒れが増加する可能性があります。 

 業界の動向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。 

  

③自然災害その他 

 地震・洪水等の自然災害や火災等の事故災害、感染症の流行、テロや戦争、その他の要因により社会的混乱等が発

生した場合、事業活動の停止や機会損失、復旧のための多額の費用負担等により、当社グループの業績及び財務状況

に影響を及ぼす可能性があります。  
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  当社の企業集団は、フルサト工業株式会社（当社）及び子会社２社で構成されており、主として鉄骨建築関連資

材、機械工具類の仕入販売、鉄骨建築関連部材の製造販売ならびにこれらに付帯するサービス業務等を営んでおりま

す。 

 当社グループの事業内容及び当社と子会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

(1）機器・工具事業 

 ㈱ジーネット及び岐阜商事㈱が製造業向けの機器・工具、住宅向けの機器等を販売しております。 

(2）機械・設備事業 

 ㈱ジーネットが工作機械、生産ライン設備等の販売をしております。 

(3）建築・配管資材事業 

 当社が鋲螺類、金物類、溶接材料、管工機材等の販売、及びブレース、アンカーボルト等の製造、販売をしてお

ります。 

  

 以上の当社グループについての事業系統図は以下のとおりであります。 

 
  

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、企業市民であることを強く意識し、社会に必要とされることにより存在する意義があると考えて

おります。その上で、株主、顧客等、当社グループに関与する人びとへの責任を全うするため「永続」することを目

的として経営を行なっております。 

  

(2）目標とする経営指標 

 当社グループは、株主資本の効率運用を経営目標に掲げ、 も基本となる収益性指標である自己資本当期純利益率

（ＲＯＥ）を主たる経営指標とし、株主利益の拡大による利益率の向上を目標としております。 

   

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループの経営の基本戦略は、お客様を第一義的に考え、お客様の視線で判断し、行動するとしております。

それを実現するために、お客様にとって「必要な物、必要な時、必要な場所、必要な量」という４つのキーワードを

定めております。これは、それぞれの事業分野において、お客様にとって「 も必要な物」を 適の方法で取り揃

え、タイミングや分量など も良い状態で提供することにより、企業価値の継続的な拡大を目指すための考え方で

す。 

 それに基づき、グループ内で も効率的な人員配置、在庫及び物流システムの拡充、従業員に対する充実した教育

研修の実施、信頼できる取扱商品の拡充と効果的なプロモーションの実行等の政策を展開することによって、持続的

な成長を目指していきます。 

   

(4）会社の対処すべき課題 

 今後も経営環境は不透明で予断を許さない状況が続くと考えられます。当社グループはこのような環境において

も、企業価値の拡大を継続的に推進していくため、以下の課題に取り組んでまいります。 

  

① 法令及び社会ルールの遵守 

 企業市民として経済活動を実行していく上で、法令・社会ルールを守り、不正や反社会的行動を排除すること

は、必要不可欠であると捉え継続的に取り組んでまいります。 

  

② 生産性の向上 

 構造的なエネルギー不足や、超高齢化社会の進行による今後の労働力不足等が予測される中で、競争力を維持し

収益を拡大していくために、生産性の向上に取り組んでまいります。当社グループ全ての部署において労働生産性

を上げることにより、より短い時間でこれまで以上の実績を挙げることが可能となり、収益性のみならず省エネル

ギーの推進や従業員の生活の充実にもつながるものと考えております。 

  

③ 人材の確保と育成 

 変動の激しい経営環境の下、新たな枠組みで事業を推進し柔軟な発想でビジネスを構築していくために、優秀な

人材の確保、発掘、育成が不可欠となっており、重要な経営課題であると認識しております。従来からの考え方に

捉われず、組織を新陳代謝させていく若い世代の活躍できるフィールドの整備を図ってまいります。 

  

④ グループ戦略に基づくビジネスポートフォリオの再構築 

 当社グループは異なる事業分野において複数の事業を展開しておりますが、それぞれのマーケットにおける位置

付けや特性に基づく効果を確実に得るため、各事業の果たすべき役割を明確化し、それをベースとした戦略を実行

することが課題であると捉えております。基本的には、安定的な収益を確保できる事業と戦略的な成長を追求する

事業とに分類し、それぞれの目的を果たすために経営資源の配分等を実施してまいります。 

    

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,016,031 8,439,749

受取手形及び売掛金 ※1  24,028,203 ※1  22,093,890

商品及び製品 2,783,521 3,026,877

仕掛品 538,112 469,472

原材料及び貯蔵品 158,181 143,440

繰延税金資産 328,804 321,182

その他 244,822 206,807

貸倒引当金 △38,622 △41,046

流動資産合計 35,059,054 34,660,373

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,883,102 6,825,889

減価償却累計額 △4,452,647 △4,623,717

建物及び構築物（純額） 2,430,455 2,202,171

土地 6,698,875 6,653,870

その他 3,258,855 3,243,190

減価償却累計額 △2,951,422 △2,923,057

その他（純額） 307,433 320,133

有形固定資産合計 9,436,764 9,176,175

無形固定資産 61,749 48,763

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  2,268,341 ※2, ※3  2,314,679

前払年金費用 99,722 119,235

繰延税金資産 101,420 42,469

その他 1,058,840 ※3  1,248,710

貸倒引当金 △106,938 △77,881

投資その他の資産合計 3,421,387 3,647,212

固定資産合計 12,919,901 12,872,151

資産合計 47,978,955 47,532,524
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※1, ※2  15,577,306 ※1, ※2  14,714,133

未払法人税等 863,658 542,795

賞与引当金 485,223 505,359

役員賞与引当金 26,780 25,180

災害損失引当金 8,431 7,762

固定資産撤去費用引当金 － 52,000

その他 865,228 806,932

流動負債合計 17,826,627 16,654,162

固定負債   

繰延税金負債 450,064 437,818

退職給付引当金 341,326 209,842

その他 174,800 190,546

固定負債合計 966,191 838,207

負債合計 18,792,818 17,492,369

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,232,413 5,232,413

資本剰余金 6,135,350 5,975,224

利益剰余金 17,536,634 18,108,452

自己株式 △442,468 △22,220

株主資本合計 28,461,930 29,293,870

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 724,207 746,284

その他の包括利益累計額合計 724,207 746,284

純資産合計 29,186,137 30,040,154

負債純資産合計 47,978,955 47,532,524
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 73,625,554 75,084,421

売上原価 63,099,439 64,172,176

売上総利益 10,526,114 10,912,245

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 927,812 993,811

貸倒引当金繰入額 △30,530 7,801

役員賞与引当金繰入額 26,780 25,180

給料手当及び賞与 3,683,414 3,779,079

賞与引当金繰入額 424,481 444,259

退職給付費用 168,121 168,614

その他 3,110,960 3,280,500

販売費及び一般管理費合計 8,311,038 8,699,246

営業利益 2,215,075 2,212,998

営業外収益   

受取利息 8,061 11,539

受取配当金 40,578 37,487

仕入割引 441,885 435,097

受取賃貸料 31,497 30,874

その他 19,717 22,139

営業外収益合計 541,741 537,138

営業外費用   

支払利息 2 －

売上割引 234,793 237,341

賃貸収入原価 4,372 3,881

その他 17,575 20,568

営業外費用合計 256,744 261,791

経常利益 2,500,072 2,488,345

特別利益   

固定資産売却益 － ※1  984

投資有価証券売却益 15,344 －

補助金収入 14,983 －

特別利益合計 30,327 984

特別損失   

固定資産除却損 － ※2  9,540

減損損失 ※3  206,903 ※3  72,746

固定資産撤去費用引当金繰入額 － 52,000

投資有価証券評価損 56,179 －

災害による損失 ※4  6,215 ※4  1,933

特別損失合計 269,298 136,220

税金等調整前当期純利益 2,261,100 2,353,109

法人税、住民税及び事業税 1,007,975 1,014,761

法人税等調整額 81,250 49,473

法人税等合計 1,089,226 1,064,234

少数株主損益調整前当期純利益 1,171,874 1,288,875

当期純利益 1,171,874 1,288,875
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 1,171,874 1,288,875

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △28,627 22,076

その他の包括利益合計 ※  △28,627 ※  22,076

包括利益 1,143,247 1,310,952

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 1,143,247 1,310,952

少数株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 5,232,413 5,232,413

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,232,413 5,232,413

資本剰余金   

当期首残高 6,135,350 6,135,350

当期変動額   

自己株式の消却 － △582,730

利益剰余金から資本剰余金への振替 － 422,603

当期変動額合計 － △160,126

当期末残高 6,135,350 5,975,224

利益剰余金   

当期首残高 16,513,750 17,536,634

当期変動額   

剰余金の配当 △148,990 △294,453

当期純利益 1,171,874 1,288,875

利益剰余金から資本剰余金への振替 － △422,603

当期変動額合計 1,022,883 571,818

当期末残高 17,536,634 18,108,452

自己株式   

当期首残高 △318,860 △442,468

当期変動額   

自己株式の取得 △123,608 △162,481

自己株式の消却 － 582,730

当期変動額合計 △123,608 420,248

当期末残高 △442,468 △22,220

株主資本合計   

当期首残高 27,562,654 28,461,930

当期変動額   

剰余金の配当 △148,990 △294,453

当期純利益 1,171,874 1,288,875

自己株式の取得 △123,608 △162,481

自己株式の消却 － －

利益剰余金から資本剰余金への振替 － －

当期変動額合計 899,275 831,940

当期末残高 28,461,930 29,293,870
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 752,834 724,207

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △28,627 22,076

当期変動額合計 △28,627 22,076

当期末残高 724,207 746,284

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 752,834 724,207

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △28,627 22,076

当期変動額合計 △28,627 22,076

当期末残高 724,207 746,284

純資産合計   

当期首残高 28,315,489 29,186,137

当期変動額   

剰余金の配当 △148,990 △294,453

当期純利益 1,171,874 1,288,875

自己株式の取得 △123,608 △162,481

自己株式の消却 － －

利益剰余金から資本剰余金への振替 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △28,627 22,076

当期変動額合計 870,648 854,017

当期末残高 29,186,137 30,040,154
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（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 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31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 2,261,100 2,353,109

減価償却費 318,970 357,508

減損損失 206,903 72,746

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 13,134 △1,600

退職給付引当金の増減額（△は減少） △111,845 △131,484

前払年金費用の増減額（△は増加） △28,515 △19,512

賞与引当金の増減額（△は減少） 20,937 20,136

貸倒引当金の増減額（△は減少） △67,746 △26,632

受取利息及び受取配当金 △48,640 △49,027

支払利息 2 －

投資有価証券売却損益（△は益） △15,344 －

投資有価証券評価損益（△は益） 56,179 －

売上債権の増減額（△は増加） △3,967,644 1,972,806

たな卸資産の増減額（△は増加） 19,309 △159,974

仕入債務の増減額（△は減少） 2,116,652 △818,081

その他 126,417 △85,053

小計 899,870 3,484,942

利息及び配当金の受取額 47,925 49,130

利息の支払額 △2 －

法人税等の支払額 △495,708 △1,333,812

法人税等の還付額 1,023 －

その他 14,983 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 468,091 2,200,260

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 △103,717 △77,802

定期預金の払戻による収入 83,007 136,720

有形固定資産の取得による支出 △118,994 △98,395

投資有価証券の取得による支出 △135,345 △19,407

投資有価証券の売却による収入 233,852 －

差入保証金の差入による支出 △9,376 △167,628

その他 △10,617 △35,161

投資活動によるキャッシュ・フロー △61,191 △261,675

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △123,608 △162,481

配当金の支払額 △148,994 △293,468

財務活動によるキャッシュ・フロー △272,602 △455,949

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 134,297 1,482,635

現金及び現金同等物の期首残高 6,787,115 6,921,413

現金及び現金同等物の期末残高 ※  6,921,413 ※  8,404,049
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 該当事項はありません。 

  

 下記以外の事項については、 近の有価証券報告書（平成24年６月28日提出）における記載から重要な変更がない

ため、開示を省略しております。 

  

１．連結の範囲に関する事項  

（1）連結子会社の数 ２社 

連結子会社の名称 

㈱ジーネット 

岐阜商事㈱ 

（2）非連結子会社の名称等 

非連結子会社 

蘇州雷特尓機電貿易有限公司 (China) 

（連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社は、小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため連結の範囲から除外

しております。  

  

２．持分法の適用に関する事項  

（1）持分法適用の非連結子会社及び関連会社 無 

（2）持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の名称等 

①持分法を適用していない非連結子会社  

蘇州雷特尓機電貿易有限公司 (China) 

②持分法を適用していない関連会社  

Retra Engineering (Thailand) 

（持分法を適用しない理由）  

持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。 

  

３．重要な引当金の計上基準 

固定資産撤去費用引当金 

将来の固定資産撤去に伴う費用の発生に備えるため、その撤去費用の見込額を計上しております。 

  

会計上の見積りの変更 

 当連結会計年度において、連結子会社㈱ジーネットの東京支社及び東流センターの建替え計画を決定したた

め、耐用年数を取り壊し予定月までの期間に見直し、将来にわたり変更しております。これにより、従来の方法

に比べて、当連結会計年度の営業利益、経常利益、税金等調整前当期純利益は、それぞれ75,532千円減少してお

ります。  

  

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、当連結会計年度より、平成24年４月１日以後に取得した

有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却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。  

   

(5）連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

（会計方針の変更）
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※１ 連結会計年度末日満期手形 

 連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当連結

会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれて

おります。 

  

※２ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は、次のとおりであります。 

  

 担保付債務は、次のとおりであります。 

  

※３ 非連結子会社及び関連会社 

 非連結子会社及び関連会社に対するものは次の通りであります。 

  

（連結貸借対照表関係）

  
前連結会計年度

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度

（平成25年３月31日） 

受取手形 千円 1,014,177 千円 910,972

支払手形  16,985  19,166

  
前連結会計年度

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度

（平成25年３月31日） 

投資有価証券 千円 74,362 千円 80,201

  
前連結会計年度

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度

（平成25年３月31日） 

買掛金 千円 97,323 千円 106,911

  
前連結会計年度

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度

（平成25年３月31日） 

投資有価証券（株式） 千円 － 千円 5,523

投資その他の資産「その他」（出資金）  －  52,364
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※１ 固定資産売却益 

固定資産売却益の内容は次の通りであります。  

  

※２ 固定資産除却損 

固定資産除却損の内容は次の通りであります。  

  

※３. 減損損失の内容は次のとおりであります。 

    

（連結損益計算書関係）

  
前連結会計年度

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

土地 千円 － 千円 984

  
前連結会計年度

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

建物及び構築物 千円 － 千円 1,475

撤去費用  －  4,737

その他   －  3,327

計  －  9,540

前連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グ

ループについて減損損失を計上しました。 

 当社グループは、資産を用途により事業用資産、共用資

産及び遊休資産に分類しております。また、事業用資産は

単独でキャッシュ・フローを生み出す 小の事業単位であ

る営業拠点単位で、共用資産は複数資産グループに共用資

産を加えたより大きな単位で、遊休資産は物件単位でグル

ーピングしております。  

 当社の営業拠点における営業活動から生ずる損益が継続

してマイナス、あるいは収益性が低下した営業拠点の帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額 千円

を減損損失として特別損失に計上しております。 

 資産グループごとの回収可能価額の算定は正味売却価額

により測定しております。正味売却価額は、路線価及び固

定資産税評価額等を基準とした評価額に基づき算定してお

ります。    

場所 用途 種類 減損損失(千円）

  

宮城県名取市 

  

  

事業用資産 

  

建物及び構築物  6,612

土地  17,810

  

福島県郡山市 

  

  

事業用資産 

  

建物及び構築物  30,779

土地  14,975

山口県山口市  事業用資産 土地  81,257

大分県大分市  事業用資産 土地  55,469

合計 － －  206,903

206,903

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グ

ループについて減損損失を計上しました。 

 当社グループは、資産を用途により事業用資産、共用資

産及び遊休資産に分類しております。また、事業用資産は

単独でキャッシュ・フローを生み出す 小の事業単位であ

る営業拠点単位で、共用資産は複数資産グループに共用資

産を加えたより大きな単位で、遊休資産は物件単位でグル

ーピングしております。  

 当社の収益性が低下した営業拠点の帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額 千円を減損損失として

特別損失に計上しております。 

 資産グループごとの回収可能価額の算定は正味売却価額

により測定しております。正味売却価額は、固定資産税評

価額等を基準とした評価額に基づき算定しております。  

場所 用途 種類 減損損失(千円）

  

北九州市八幡東

区 

  

  

事業用資産 

  

建物及び構築物  38,301

土地  34,445

合計 － －  72,746

72,746
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※４ 災害による損失の内容は次のとおりであります。 

  

※  その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

  

前連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

従業員等への災害見舞金  千円 6,215 災害損失引当金繰入額  千円 1,933

（連結包括利益計算書関係）

  
前連結会計年度

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

その他有価証券評価差額金： 

当期発生額 千円 △172,227 千円 26,930

組替調整額  39,732  －

税効果調整前  △132,495  26,930

税効果額  103,868  △4,853

その他有価証券評価差額金  △28,627  22,076

その他の包括利益合計  △28,627  22,076
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前連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加 株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加 株、単

元未満株式の買取りによる増加 株であります。 

     

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
当連結会計年度期
首株式数（株） 

当連結会計年度
増加株式数（株） 

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  15,574,366  －  －  15,574,366

合計  15,574,366  －  －  15,574,366

自己株式         

普通株式（注）  615,569  204,417  －  819,986

合計  615,569  204,417  －  819,986

204,417 204,100

317

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成23年６月29日 

定時株主総会 
普通株式  74,793  5 平成23年３月31日 平成23年６月30日 

平成23年11月２日 

取締役会 
普通株式  74,196  5 平成23年９月30日 平成23年11月28日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成24年６月28日 

定時株主総会 
普通株式  221,315  利益剰余金  15 平成24年３月31日 平成24年６月29日
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当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１. 普通株式の発行済株式総数の減少1,000,000株は、取締役会決議による自己株式の消却によるものでありま

す。 

    ２. 普通株式の自己株式の株式数の増加218,135株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加217,500

株、単元未満株式の買取りによる増加635株であります。 

    ３. 普通株式の自己株式の株式数の減少1,000,000株は、取締役会決議による自己株式の消却によるものであり

ます。 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

  

  
当連結会計年度期
首株式数（株） 

当連結会計年度
増加株式数（株） 

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式（注）１  15,574,366  －  1,000,000  14,574,366

合計  15,574,366  －  1,000,000  14,574,366

自己株式         

普通株式（注）２、３  819,986  218,135  1,000,000  38,121

合計  819,986  218,135  1,000,000  38,121

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成24年６月28日 

定時株主総会 
普通株式  221,315  15 平成24年３月31日 平成24年６月29日 

平成24年11月２日 

取締役会 
普通株式  73,137  5 平成24年９月30日 平成24年11月28日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成25年６月27日 

定時株主総会 
普通株式  254,384  利益剰余金  17.5 平成25年３月31日 平成25年６月28日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  
  
  

前連結会計年度
（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

当連結会計年度
（自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日） 

現金及び預金勘定 7,016,031千円 8,439,749千円 

預入期間が３か月を超える定期預金 △94,617  △35,700  

現金及び現金同等物 6,921,413  8,404,049  

フルサト工業㈱（8087）　平成25年3月期　決算短信

- 19 -



１．報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となってい

るものであります。 

 当社グループの構成単位は事業部門を基礎とした商品・製品・サービス別のセグメントから構成されて

おり、「機器・工具事業」、「機械・設備事業」及び「建築・配管資材事業」の３つを報告セグメントと

しております。 

 「機器・工具事業」は、製造業向けの機器・工具、住宅向けの機器等の販売をしております。 

 「機械・設備事業」は、工作機械、生産ライン設備等の販売をしております。 

 「建築・配管資材事業」は、鋲螺類、金物類、溶接材料、管工機材等の販売、及びブレース、アンカー

ボルト等の製造、販売をしております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

  報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と同一であります。 

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。 

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

（注）１．調整額は以下の通りであります。  

（１）セグメント利益の調整額 千円は、セグメント間取引消去 千円、たな卸資産の調整額
千円が含まれております。                    

（２）セグメント資産の調整額 千円には、セグメント間取引消去 千円、各報告セグメン

トに配分していない全社資産 千円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに
帰属しない余資運用資金、長期投資資金及び管理部門に係る資産等であります。 

（３）減価償却費の調整額 千円は、主に報告セグメントに帰属しないものであります。 

   ２ セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報

（単位：千円）

  

報告セグメント
調整額 
（注１） 

連結財務諸表
計上額 

 （注２） 機器・工具 機械・設備
建築・配管

資材 
計

売上高             

外部顧客への売上高  38,600,891  13,815,259  21,209,403  73,625,554  －  73,625,554

セグメント間の内部売
上高又は振替高  795,113  241,761  15,507  1,052,382  △1,052,382  －

計  39,396,004  14,057,021  21,224,910  74,677,936  △1,052,382  73,625,554

セグメント利益  1,047,463  274,533  782,991  2,104,989  110,086  2,215,075

セグメント資産  18,283,906  4,717,818  16,816,926  39,818,652  8,160,303  47,978,955

その他の項目             

減価償却費  64,902  10,414  241,443  316,760  2,210  318,970

有形固定資産及び無形

固定資産の増加額 
 19,148  4,200  123,417  146,767  －  146,767

110,086 112,397
△2,310

8,160,303 △230,800

8,391,104

2,210
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当連結会計年度（自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日） 

（注）１．調整額は以下の通りであります。  

（１）セグメント利益の調整額 千円は、セグメント間取引消去 千円、たな卸資産の調整額

千円が含まれております。                    

（２）セグメント資産の調整額 千円には、セグメント間取引消去 千円、各報告セグメン

トに配分していない全社資産 千円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに
帰属しない余資運用資金、長期投資資金及び管理部門に係る資産等であります。 

（３）減価償却費の調整額 千円は、主に報告セグメントに帰属しないものであります。 

   ２ セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 

前連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

  

当連結会計年度（自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日） 

  

（単位：千円）

  

報告セグメント
調整額 
（注１） 

連結財務諸表
計上額 

 （注２） 機器・工具 機械・設備
建築・配管

資材 
計

売上高             

外部顧客への売上高  38,039,161  14,194,010  22,851,250  75,084,421  －  75,084,421

セグメント間の内部売
上高又は振替高  933,972  279,529  15,407  1,228,909  △1,228,909  －

計  38,973,133  14,473,539  22,866,657  76,313,331  △1,228,909  75,084,421

セグメント利益  897,630  384,745  940,191  2,222,568  △9,569  2,212,998

セグメント資産  17,349,786  3,815,513  16,865,928  38,031,228  9,501,295  47,532,524

その他の項目             

減価償却費  126,225  24,777  205,158  356,161  1,347  357,508

有形固定資産及び無形

固定資産の増加額 
 17,044  3,780  159,025  179,850  －  179,850

△9,569 △7,437

△2,132

9,501,295 △276,993

9,778,289

1,347

b．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

  （単位：千円） 

  機器・工具 機械・設備 建築・配管資材 合計

減損損失  － －  206,903  206,903

  （単位：千円） 

  機器・工具 機械・設備 建築・配管資材 合計

減損損失  － －  72,746  72,746
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 （注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権付社債等潜在株式が存在しないため記載

しておりません。  

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 （注）３．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

  
前連結会計年度

(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

１株当たり純資産額 円 1,978.13 円 2,066.57

１株当たり当期純利益金額 円 78.82 円 88.10

  
前連結会計年度

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度

（平成25年３月31日） 

 純資産の部の合計額（千円）  29,186,137  30,040,154

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
             －              －

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  29,186,137  30,040,154

 １株当たり純資産額の算定に用いられた期末

の普通株式の数（千株） 
 14,754  14,536

  
前連結会計年度

(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

当期純利益金額（千円）  1,171,874  1,288,875

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益金額（千円）  1,171,874  1,288,875

普通株式の期中平均株式数（千株）  14,867  14,629

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,911,210 4,166,022

受取手形 3,720,945 3,814,589

売掛金 3,159,181 3,273,985

商品及び製品 1,167,979 1,406,586

仕掛品 538,112 469,472

原材料及び貯蔵品 158,181 143,440

前渡金 99,646 －

前払費用 55,545 56,647

繰延税金資産 138,144 180,614

その他 10,718 12,676

貸倒引当金 △24,771 △27,647

流動資産合計 12,934,894 13,496,388

固定資産   

有形固定資産   

建物 5,878,099 5,737,334

減価償却累計額 △3,649,584 △3,743,340

建物（純額） 2,228,514 1,993,993

構築物 716,322 724,552

減価償却累計額 △636,494 △648,670

構築物（純額） 79,828 75,881

機械及び装置 2,313,445 2,311,359

減価償却累計額 △2,085,170 △2,069,177

機械及び装置（純額） 228,275 242,182

車両運搬具 130,363 128,378

減価償却累計額 △123,942 △120,763

車両運搬具（純額） 6,421 7,615

工具、器具及び備品 585,122 578,854

減価償却累計額 △543,644 △532,060

工具、器具及び備品（純額） 41,478 46,794

土地 6,297,057 6,252,052

建設仮勘定 － 219

有形固定資産合計 8,881,574 8,618,740

無形固定資産   

借地権 3,215 3,215

商標権 544 465

ソフトウエア 39,042 24,773

その他 80 69

無形固定資産合計 42,883 28,523
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,343,203 1,307,071

関係会社株式 3,240,402 3,240,402

出資金 23,205 23,205

破産更生債権等 39,615 19,055

前払年金費用 99,722 119,235

長期前払費用 51,479 73,469

差入保証金 103,043 102,318

長期預金 300,000 300,000

その他 24,428 27,384

貸倒引当金 △29,709 △16,055

投資その他の資産合計 5,195,392 5,196,087

固定資産合計 14,119,850 13,843,351

資産合計 27,054,745 27,339,740

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,886,078 1,953,067

買掛金 2,445,188 2,541,218

未払金 323,069 404,629

未払費用 32,702 35,561

未払法人税等 290,070 328,602

預り金 12,477 14,234

賞与引当金 240,883 258,409

役員賞与引当金 12,750 12,750

災害損失引当金 8,431 7,762

固定資産撤去費用引当金 － 52,000

その他 20,331 19,333

流動負債合計 5,271,983 5,627,569

固定負債   

長期未払金 101,529 121,991

繰延税金負債 234,155 197,157

資産除去債務 8,013 8,197

その他 81,824 82,324

固定負債合計 425,522 409,670

負債合計 5,697,505 6,037,240
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,232,413 5,232,413

資本剰余金   

資本準備金 5,975,224 5,975,224

その他資本剰余金 160,126 －

資本剰余金合計 6,135,350 5,975,224

利益剰余金   

利益準備金 306,475 306,475

その他利益剰余金   

別途積立金 7,000,000 7,000,000

繰越利益剰余金 2,654,890 2,360,921

利益剰余金合計 9,961,365 9,667,396

自己株式 △442,468 △22,220

株主資本合計 20,886,661 20,852,814

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 470,577 449,685

評価・換算差額等合計 470,577 449,685

純資産合計 21,357,239 21,302,499

負債純資産合計 27,054,745 27,339,740
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高   

商品売上高 16,150,617 17,861,185

製品売上高 5,074,292 5,005,472

売上高合計 21,224,910 22,866,657

売上原価   

商品売上原価   

商品期首たな卸高 1,100,931 994,697

当期商品仕入高 12,513,443 14,274,600

合計 13,614,374 15,269,298

商品期末たな卸高 994,697 1,239,006

商品売上原価 12,619,677 14,030,291

製品売上原価   

製品期首たな卸高 180,789 173,281

当期製品製造原価 3,865,737 3,746,263

合計 4,046,526 3,919,544

製品期末たな卸高 173,281 167,579

製品売上原価 3,873,245 3,751,965

売上原価合計 16,492,922 17,782,256

売上総利益 4,731,988 5,084,400

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 649,374 706,172

貸倒引当金繰入額 △12,331 10,042

役員報酬 95,652 93,800

役員賞与引当金繰入額 12,750 12,750

給料手当及び賞与 1,619,819 1,682,627

賞与引当金繰入額 180,141 197,309

退職給付費用 71,672 80,527

福利厚生費 287,568 306,982

賃借料 212,956 211,507

減価償却費 98,178 87,766

支払手数料 214,035 215,493

その他 519,178 539,230

販売費及び一般管理費合計 3,948,996 4,144,209

営業利益 782,991 940,191
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 4,516 4,745

受取配当金 24,125 19,622

仕入割引 32,175 34,976

受取賃貸料 193,299 193,093

雑収入 31,914 34,933

営業外収益合計 286,031 287,370

営業外費用   

賃貸収入原価 84,345 141,665

雑損失 21,312 22,245

営業外費用合計 105,658 163,910

経常利益 963,364 1,063,650

特別利益   

固定資産売却益 － 984

関係会社清算益 79,389 －

投資有価証券売却益 15,344 －

補助金収入 14,983 －

特別利益合計 109,716 984

特別損失   

固定資産除却損 － 9,540

減損損失 206,903 148,215

固定資産撤去費用引当金繰入額 － 52,000

投資有価証券評価損 56,179 －

災害による損失 4,660 1,933

特別損失合計 267,743 211,688

税引前当期純利益 805,337 852,946

法人税、住民税及び事業税 374,408 490,703

法人税等調整額 24,498 △60,844

法人税等合計 398,906 429,858

当期純利益 406,430 423,087
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 5,232,413 5,232,413

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,232,413 5,232,413

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 5,975,224 5,975,224

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,975,224 5,975,224

その他資本剰余金   

当期首残高 160,126 160,126

当期変動額   

自己株式の消却 － △582,730

利益剰余金から資本剰余金への振替 － 422,603

当期変動額合計 － △160,126

当期末残高 160,126 －

資本剰余金合計   

当期首残高 6,135,350 6,135,350

当期変動額   

自己株式の消却 － △582,730

利益剰余金から資本剰余金への振替 － 422,603

当期変動額合計 － △160,126

当期末残高 6,135,350 5,975,224

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 306,475 306,475

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 306,475 306,475
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

その他利益剰余金   

別途積立金   

当期首残高 7,000,000 7,000,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,000,000 7,000,000

繰越利益剰余金   

当期首残高 2,397,450 2,654,890

当期変動額   

剰余金の配当 △148,990 △294,453

当期純利益 406,430 423,087

利益剰余金から資本剰余金への振替 － △422,603

当期変動額合計 257,439 △293,969

当期末残高 2,654,890 2,360,921

利益剰余金合計   

当期首残高 9,703,926 9,961,365

当期変動額   

剰余金の配当 △148,990 △294,453

当期純利益 406,430 423,087

利益剰余金から資本剰余金への振替 － △422,603

当期変動額合計 257,439 △293,969

当期末残高 9,961,365 9,667,396

自己株式   

当期首残高 △318,860 △442,468

当期変動額   

自己株式の取得 △123,608 △162,481

自己株式の消却 － 582,730

当期変動額合計 △123,608 420,248

当期末残高 △442,468 △22,220

株主資本合計   

当期首残高 20,752,829 20,886,661

当期変動額   

剰余金の配当 △148,990 △294,453

当期純利益 406,430 423,087

自己株式の取得 △123,608 △162,481

自己株式の消却 － －

利益剰余金から資本剰余金への振替 － －

当期変動額合計 133,831 △33,846

当期末残高 20,886,661 20,852,814

フルサト工業㈱（8087）　平成25年3月期　決算短信

- 29 -



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 529,753 470,577

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △59,175 △20,892

当期変動額合計 △59,175 △20,892

当期末残高 470,577 449,685

評価・換算差額等合計   

当期首残高 529,753 470,577

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △59,175 △20,892

当期変動額合計 △59,175 △20,892

当期末残高 470,577 449,685

純資産合計   

当期首残高 21,282,583 21,357,239

当期変動額   

剰余金の配当 △148,990 △294,453

当期純利益 406,430 423,087

自己株式の取得 △123,608 △162,481

自己株式の消却 － －

利益剰余金から資本剰余金への振替 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △59,175 △20,892

当期変動額合計 74,656 △54,739

当期末残高 21,357,239 21,302,499
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役員の異動（平成25年６月27日付予定） 

  

１．新任取締役候補 

  

  取締役   浦 池 雅 弘 （現 管理本部長 兼 総務部長）  

  

  取締役   谷 口 英 康 （現 業務本部長 兼 業務部長） 

  

  

２．退任予定取締役 

  

  取締役   山 内   進  

６．その他
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