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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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 ％

24年3月期第1四半期 16,262 17.3 286 ― 362 ― 196 ―

23年3月期第1四半期 13,869 12.5 △207 ― △127 ― △74 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 115百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △297百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 13.14 ―

23年3月期第1四半期 △4.82 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 43,890 28,356 64.6
23年3月期 44,536 28,315 63.6

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  28,356百万円 23年3月期  28,315百万円

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

23年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 5.00 ― 5.00 10.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 32,000 6.3 315 283.8 440 84.1 215 30.8 14.37
通期 66,000 2.4 915 19.3 1,170 8.9 595 4.5 39.78



(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 

(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
半期財務諸表のレビュー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、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）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

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   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 15,574,366 株 23年3月期 15,574,366 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 615,569 株 23年3月期 615,569 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 14,958,797 株 23年3月期1Q 15,395,472 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間における日本経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災により、製造業にお

ける操業停止やサプライチェーンの寸断など生産活動に甚大な影響を受けました。その後の予想を上回る回復によ

り、６月の貿易収支は３ヶ月ぶりに黒字に転換しました。しかしながら、貿易収支改善への圧力や、欧米の債務問

題の影響による円高の進行が懸念され、景気の先行きは極めて不透明な状態にあります。 

  

 このような環境の中、当社グル-プでは震災仮設住宅向けブレースの供給などの復興支援に優先して取り組んで

まいりました。また、生産設備投資の改善により工作機械等の受注も順調に推移しました。それらの結果、当第１

四半期連結累計期間における売上高は、前年同期に比べ17.3％増加し162億６千２百万円となりました。売上総利

益率の改善により売上総利益が前年同期比25.6％増加し、販売費及び一般管理費が微減となった結果、営業利益は

２億８千６百万円（前年同期は２億７百万円の営業損失）となりました。経常利益は３億６千２百万円（前年同期

は１億２千７百万円の経常損失）、特別利益に投資有価証券売却益、特別損失に災害による損失を計上した結果、

四半期純利益は１億９千６百万円（前年同期は７千４百万円の四半期純損失）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） 

 震災後に落ち込みを見せた工業生産は、当第１四半期連結累計期間の後半より回復傾向が見られました。それに

より、工業機器事業は前年同期比14.9％増、自動車向け機械工具事業は同11.0％増となり、住宅設備機器事業は新

築住宅、リフォーム需要共に振るわず同5.0％減となりました。その結果、当事業の売上高は前年同期比12.8％増

の87億４千４百万円、営業利益は１億２千万円（前年同期は２千６百万円の営業損失）となりました。 

  

（機械・設備事業） 

 設備投資の先行指標である、機械受注の船舶・電力除く民需は、回復傾向を示しております。それにより、工作

機械事業は前年同期比86.1％増、ＦＡシステム事業は同7.9％増となりました。その結果、当事業の売上高は、前

年同期比57.2％増の28億３千４百万円、営業利益は１千６百万円（前年同期は５千万円の営業損失）となりまし

た。 

  

（建築・配管資材事業） 

 建築着工統計に基づく鉄骨加工量は、前年同期比横ばいの低い需要が続いております。このような一般鉄骨建築

需要とは別に、震災仮設住宅向けにブレースの供給を行ないました。それらにより、鉄骨建築資材事業は前年同期

比8.6％増、配管資材事業は定期修理需要などにより同8.8％増となりました。その結果、当事業の売上高は、前年

同期比8.6％増の46億８千４百万円、営業利益は１億２千２百万円（前年同期は１億５千９百万円の営業損失）と

なりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（総資産） 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ６億４千５百万円減少し、438億９千万円と

なりました。この主な要因は、現金及び預金の増加９億８千８百万円、たな卸資産の増加５千９百万円、繰延税金

資産の増加６千６百万円、受取手形及び売掛金の減少13億７千３百万円等により流動資産が２億２百万円減少した

こと、投資有価証券の減少３億５千２百万円等により固定資産が４億４千２百万円減少したことによります。 

  

（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ６億８千６百万円減少し、155億３千４百万円

となりました。この主な要因は、賞与引当金の増加１億９千６百万円、支払手形及び買掛金の減少８億２千２百万

円、未払法人税等の減少１億１千４百万円等により流動負債が６億１千６百万円減少したこと、繰延税金負債の減

少４千９百万円等により固定負債が６千９百万円減少したことによります。 

  

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ４千万円増加し、283億５千６百万円となり

ました。この主な要因は、四半期純利益の計上により１億９千６百万円増加、剰余金の配当により７千４百万円減

少、その他有価証券評価差額金が８千万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23年６月16日に公表いたしました平成24年３月期第２四半期連結累計期間及び通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 

 該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報（その他）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23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,861,023 7,849,512

受取手形及び売掛金 20,003,051 18,629,437

商品及び製品 2,867,804 2,893,081

仕掛品 441,338 490,925

原材料及び貯蔵品 189,982 174,217

繰延税金資産 309,038 375,757

その他 257,820 302,244

貸倒引当金 △42,405 △30,435

流動資産合計 30,887,652 30,684,741

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,573,066 2,534,485

土地 6,868,387 6,868,387

その他（純額） 353,841 343,438

有形固定資産合計 9,795,295 9,746,311

無形固定資産 83,699 74,811

投資その他の資産   

投資有価証券 2,540,180 2,187,971

前払年金費用 71,206 78,110

繰延税金資産 187,925 173,026

その他 1,140,954 1,092,664

貸倒引当金 △170,901 △146,909

投資その他の資産合計 3,769,365 3,384,863

固定資産合計 13,648,361 13,205,986

資産合計 44,536,013 43,890,728
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,456,562 12,633,686

未払法人税等 347,607 232,756

賞与引当金 464,286 660,336

役員賞与引当金 13,646 4,087

災害損失引当金 18,335 16,663

その他 661,356 797,848

流動負債合計 14,961,793 14,345,379

固定負債   

繰延税金負債 539,420 489,842

退職給付引当金 453,172 438,762

その他 266,137 260,278

固定負債合計 1,258,731 1,188,883

負債合計 16,220,524 15,534,262

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 16,513,750 16,635,575

自己株式 △318,860 △318,860

株主資本合計 27,562,654 27,684,478

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 752,834 671,986

その他の包括利益累計額合計 752,834 671,986

純資産合計 28,315,489 28,356,465

負債純資産合計 44,536,013 43,890,728

フルサト工業㈱（8087）　平成24年3月期　第1四半期決算短信

- 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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 13,869,713 16,262,340

売上原価 12,015,301 13,932,986

売上総利益 1,854,411 2,329,354

販売費及び一般管理費 2,062,185 2,042,397

営業利益又は営業損失（△） △207,774 286,957

営業外収益   

受取利息 274 1,228

受取配当金 20,823 20,379

仕入割引 94,482 102,082

受取賃貸料 7,863 7,626

その他 5,707 4,798

営業外収益合計 129,150 136,115

営業外費用   

支払利息 4 －

売上割引 45,448 57,243

賃貸収入原価 1,122 1,075

その他 2,555 2,743

営業外費用合計 49,131 61,063

経常利益又は経常損失（△） △127,755 362,008

特別利益   

貸倒引当金戻入額 12,400 －

保険解約返戻金 37,826 －

投資有価証券売却益 － 15,344

特別利益合計 50,226 15,344

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 6,873 －

災害による損失 － 6,185

特別損失合計 6,873 6,185

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△84,402 371,167

法人税、住民税及び事業税 21,567 220,528

法人税等調整額 △31,717 △45,979

法人税等合計 △10,149 174,549

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△74,253 196,618

四半期純利益又は四半期純損失（△） △74,253 196,618
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△74,253 196,618

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △223,614 △80,847

その他の包括利益合計 △223,614 △80,847

四半期包括利益 △297,868 115,770

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △297,868 115,770

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。  

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30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）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リース業務、保険代理店業務等を含ん

でおります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）  

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。   

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント
その他 
（注） 

合計
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  7,749,524 1,802,551 4,311,480 13,863,556  6,156 13,869,713

セグメント間の内部
売上高又は振替高  154,628 21,011 3,337 178,977  － 178,977

計  7,904,153 1,823,562 4,314,818 14,042,534  6,156 14,048,690

セグメント利益 

又は損失（△） 
 △26,745 △50,000 △159,899 △236,645  1,429 △235,216

  （単位：千円）

利益 金額   

報告セグメント計  △236,645

「その他」の区分の利益  1,429

セグメント間取引消去  29,483

たな卸資産の調整額  △2,041

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △207,774
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30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26,986千円には、セグメント間取引消去28,964千円、たな卸資産の調整額△1,977千円

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 

 該当事項はありません。   

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  （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  8,744,024 2,834,120 4,684,195 16,262,340  － 16,262,340

セグメント間の内部
売上高又は振替高  152,245 55,101 4,741 212,088  △212,088 －

計  8,896,270 2,889,222 4,688,936 16,474,428  △212,088 16,262,340

セグメント利益  120,011 16,971 122,987 259,970  26,986 286,957

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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