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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期第3四半期 56,243 4.6 1,643 10.3 1,867 9.4 956 31.9
24年3月期第3四半期 53,788 14.7 1,490 302.4 1,707 178.3 724 98.6

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 850百万円 （113.1％） 24年3月期第3四半期 399百万円 （306.1％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

25年3月期第3四半期 65.23 ―

24年3月期第3四半期 48.65 ―

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月期第3四半期 45,411 29,580 65.1 2,034.91
24年3月期 47,978 29,186 60.8 1,978.13

（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  29,580百万円 24年3月期  29,186百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

24年3月期 ― 5.00 ― 15.00 20.00
25年3月期 ― 5.00 ―

25年3月期（予想） 15.00 20.00

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

（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 74,900 1.7 2,090 △5.6 2,350 △6.0 1,150 △1.9 78.61



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、添付資料Ｐ．３ 「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （３） 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四
半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しておりません。 

※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、実際の
業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決
算短信（添付資料）Ｐ．２「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  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3Q 15,574,366 株 24年3月期 15,574,366 株

② 期末自己株式数 25年3月期3Q 1,038,051 株 24年3月期 819,986 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 14,660,629 株 24年3月期3Q 14,897,252 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間における日本経済は、全体的に弱い動きとなっておりますが、一部において下げ止ま

りの兆しもみられます。鉱工業生産は自動車における減産の一巡や、海外景気の底堅さ等を背景として、ようやく

減少に歯止めがかかりはじめたものの、機械設備投資は引き続き弱い動きとなっています。一方で、鉄骨建築需要

は緩やかな増加傾向にあります。 

 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・設備事業に減速傾向がみられ、建築・配

管資材事業は堅調に推移しました。 

 それらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同期に比べ4.6％増加し562億４千３百万円となりま

した。売上総利益率が0.1ポイント上昇し、販売費及び一般管理費率が0.1ポイント低下したため、営業利益は同

10.3％増の16億４千３百万円、経常利益は同9.4％増の18億６千７百万円となりました。特別損失に減損損失等を

計上した結果、四半期純利益は同31.9％増の９億５千６百万円となりました。 

  

 セグメントの状況は次の通りです。 

  

（機器・工具事業） 

 当事業の売上高は、前年同期比0.1％増の284億２千３百万円となりました。鉱工業生産減少の影響を受け、工業

機器事業が同1.7％減、自動車向け機械工具事業が同0.3％の微増となり、住宅設備機器事業は同12.9％の２桁増と

なりました。これらの結果、営業利益は同3.7％減の６億２千２百万円となりました。 

  

（機械・設備事業） 

 当事業の売上高は、前年同期比10.7％増の103億９千７百万円となりました。国内の工作機械受注の減少の影響

により、工作機械事業は同21.2％増と第２四半期に比べ減速傾向を示し、ＦＡシステム事業は第３四半期にマイナ

ス幅が縮小し、同18.6％減となりました。これらの結果、営業利益は同61.5％増の２億４千２百万円となりまし

た。 

  

（建築・配管資材事業） 

 当事業の売上高は、前年同期比8.9％増の174億２千２百万円となりました。鉄骨建築需要が緩やかに増加する

中、鉄骨建築資材事業は同8.3％増となり、市場シェアの拡大を進める配管資材事業は同11.3％増となりました。

これらの結果、営業利益は同17.1％増の７億１千７百万円と前年同期比増加に転じました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（総資産） 

 当第３四半期連結会計期間末日現在の総資産は、前連結会計年度末に比べ25億６千７百万円減少し、454億１千

１百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金の増加４億４百万円、受取手形及び売掛金の減少25億７

千８百万円、繰延税金資産の減少１億４千万円等により流動資産が23億３千１百万円減少したこと、有形固定資

産の減少２億３千８百万円等により固定資産が２億３千５百万円減少したことによります。 

  

（負債） 

 当第３四半期連結会計期間末日現在の負債は、前連結会計年度末に比べ29億６千１百万円減少し、158億３千１

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19億１千４百万円、未払法人税等の減少７億

１千３百万円、賞与引当金の減少２億３千３百万円等により流動負債が28億５百万円減少したこと、退職給付引

当金の減少９千７百万円、繰延税金負債の減少５千８百万円等により固定負債が１億５千５百万円減少したこと

によります。 

  

（純資産） 

 当第３四半期連結会計期間末日現在の純資産は、前連結会計年度末に比べ３億９千３百万円増加し、295億８千

万円となりました。この主な要因は、四半期純利益の計上により９億５千６百万円増加、剰余金の配当により２

億９千４百万円減少、自己株式の取得により１億６千２百万円減少、その他有価証券評価差額金が１億５百万円

減少したことによります。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成24年11月２日に公表いたしました平成25年３月期の連結業績予想に変更はありません。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

   

（３）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） 

 当第３四半期連結会計期間において、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、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純

利益は、それぞれ18,883千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、第１四半期連結会計期間より、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。   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,016,031 7,420,567

受取手形及び売掛金 24,028,203 21,450,025

商品及び製品 2,783,521 2,826,651

仕掛品 538,112 441,600

原材料及び貯蔵品 158,181 148,569

繰延税金資産 328,804 188,089

その他 244,822 293,646

貸倒引当金 △38,622 △41,798

流動資産合計 35,059,054 32,727,351

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,430,455 2,255,151

土地 6,698,875 6,653,870

その他（純額） 307,433 289,700

有形固定資産合計 9,436,764 9,198,723

無形固定資産 61,749 44,715

投資その他の資産   

投資有価証券 2,268,341 2,116,466

前払年金費用 99,722 114,442

繰延税金資産 101,420 66,390

その他 1,058,840 1,223,580

貸倒引当金 △106,938 △79,824

投資その他の資産合計 3,421,387 3,441,055

固定資産合計 12,919,901 12,684,494

資産合計 47,978,955 45,411,845
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,577,306 13,662,457

未払法人税等 863,658 150,382

賞与引当金 485,223 251,391

役員賞与引当金 26,780 18,877

災害損失引当金 8,431 5,828

固定資産撤去費用引当金 － 52,000

その他 865,228 880,199

流動負債合計 17,826,627 15,021,136

固定負債   

繰延税金負債 450,064 391,235

退職給付引当金 341,326 243,930

その他 174,800 175,438

固定負債合計 966,191 810,604

負債合計 18,792,818 15,831,741

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 6,135,350

利益剰余金 17,536,634 18,198,452

自己株式 △442,468 △604,897

株主資本合計 28,461,930 28,961,319

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 724,207 618,784

その他の包括利益累計額合計 724,207 618,784

純資産合計 29,186,137 29,580,104

負債純資産合計 47,978,955 45,411,845

フルサト工業㈱（8087）　平成25年3月期　第3四半期決算短信

- 5 -



（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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 53,788,266 56,243,167

売上原価 46,078,704 48,134,851

売上総利益 7,709,562 8,108,316

販売費及び一般管理費 6,218,960 6,464,881

営業利益 1,490,601 1,643,435

営業外収益   

受取利息 5,323 7,271

受取配当金 37,501 33,756

仕入割引 331,388 339,155

受取賃貸料 23,571 23,734

その他 12,741 14,081

営業外収益合計 410,525 417,999

営業外費用   

売上割引 175,364 180,277

賃貸収入原価 3,231 3,096

その他 15,374 10,733

営業外費用合計 193,971 194,107

経常利益 1,707,155 1,867,327

特別利益   

固定資産売却益 － 984

投資有価証券売却益 15,344 －

特別利益合計 15,344 984

特別損失   

固定資産除却損 － 9,540

減損損失 206,903 72,746

固定資産撤去費用引当金繰入額 － 52,000

災害による損失 6,215 －

その他 2,620 －

特別損失合計 215,738 134,287

税金等調整前四半期純利益 1,506,761 1,734,025

法人税、住民税及び事業税 611,463 598,804

法人税等調整額 170,551 178,948

法人税等合計 782,015 777,753

少数株主損益調整前四半期純利益 724,745 956,271

四半期純利益 724,745 956,271
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 724,745 956,271

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △325,424 △105,422

その他の包括利益合計 △325,424 △105,422

四半期包括利益 399,321 850,848

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 399,321 850,848

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。 

   

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12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 セグメント利益の調整額81,436千円には、セグメント間取引消去84,919千円、たな卸資産の調整額△3,482千円

が含まれております。 

   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 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

 「建築・配管資材」セグメントにおいて、一部の営業拠点の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失として計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間

においては 千円であります。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12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 セグメント利益の調整額61,170千円には、セグメント間取引消去63,655千円、たな卸資産の調整額△2,485千円

が含まれております。 

   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 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

 「建築・配管資材」セグメントにおいて、一部の営業拠点の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失として計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間

においては 千円であります。  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント
調整額  
（注）① 

四半期連結
損益計算書 
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  28,402,358 9,388,655 15,997,251 53,788,266  － 53,788,266

セグメント間の内部
売上高又は振替高  569,478 211,468 13,011 793,958  △793,958 －

計  28,971,836 9,600,124 16,010,263 54,582,224  △793,958 53,788,266

セグメント利益  646,527 149,874 612,762 1,409,164  81,436 1,490,601

206,903

  （単位：千円）

  

報告セグメント
調整額  
（注）① 

四半期連結
損益計算書 
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  28,423,591 10,397,208 17,422,367 56,243,167  － 56,243,167

セグメント間の内部
売上高又は振替高  692,217 187,356 12,110 891,684  △891,684 －

計  29,115,809 10,584,564 17,434,478 57,134,852  △891,684 56,243,167

セグメント利益  622,609 242,069 717,585 1,582,265  61,170 1,643,435

72,746

フルサト工業㈱（8087）　平成25年3月期　第3四半期決算短信

- 8 -



（自己株式の消却） 

当社は、平成25年２月４日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式の消却を行うこ

とを決議いたしました。  

１．消却の理由 

当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するために自己株式の取得・保有しておりまし

たが、発行済株式総数の減少を通じて株主利益の増大を図るために消却を実施するものであります。 

２．消却の内容 

（１）消却の方法    

   その他資本剰余金及びその他利益剰余金（繰越利益剰余金）から減額  

（２）消却する株式の種類 

   普通株式  

（３）消却する株式の総数 

   1,000,000株  

   （消却前発行済株式総数に対する割合 6.42％)  

（４）消却日 

   平成25年２月26日  

（５）消却後の発行済株式総数 

   14,574,366株  

  

（６）重要な後発事象
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