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当期の売上高は、前年比14.2％増の736億25
百万円となりました。その主な要因は、東日本大
震災の復旧への対応、独自の提案手法を用いた
需要の掘り起こしによる機械工具販売の拡大、
需要の回復に伴う工作機械受注の増加等によ
るものです。売上高の推移は、リーマンショックの
影響を受け、09年度は大幅な減収となりました
が、その後は回復基調で推移し、リーマンショック
前の8割程度の水準に達しました。

当期の営業利益は、前年比188.7％増の22億
15百万円となりました。その主な要因は、仮設建
築物向けブレースの生産により、自社工場の稼働
率が向上し製造コストが低下したこと、プライベー
トブランド商品等の利益率の高い商品の販売が
伸びたこと等によるものです。営業利益の推移
は、09年度は赤字となりましたが、10年度に損
益分岐点を超え、11年度にかけて回復傾向が
強まりました。

特別利益は、投資有価証券売却益等により3千
万円、特別損失は、震災関連費用が前期に比べ
減少しましたが、一部の事業所の土地・建物の減
損損失と投資有価証券評価損等により2億69
百万円を計上しました。その結果、当期純利益は、
前年比105.8％増の11億71百万円となりまし
た。当期純利益の推移は、09年度に岐阜商事の
のれんの一括償却という一時的な要因が加わった
こともあり赤字幅が拡大しましたが、その後は回復
傾向を示しています。
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22億15百万円
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ごあいさつ
　株主の皆さまにおかれましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

　フルサトグループは、企業価値の向上のために安定的な成長を目指した施策を実施しております。当期は、
景気の回復局面に後押しされ、増収増益となりましたが、引き続き当社グループとしての社会的使命や責任
を果たすために、粛 と々取り組みを進めてまいります。
　株主の皆さまには、今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
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製造業の稼働率を示す鉱工業生産は、震災後に低下したものの、夏以降、震災前
の水準にまで回復し順調に推移しました。電力制限等により、さらに工場の効率化
が必要とされる中、節電・省エネに対する解決策の提案、プライベートブランド商品
の拡充等、独自の取組みに注力した結果、売上は前年比11.5％増となりました。

機器工具類

販売店 生産現場

工業製品

自動車向け機械工具事業
工業機器事業は、機器、工具、消耗品類を販売店経由でエンド
ユーザーである製造業の生産現場に向けて販売しています。
私たちの日常生活でよく使われる様々な工業製品が色々な加工
を経て生み出されます。
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自動車部品生産指数は、震災後に大幅に低下しましたが、8月には震災前の水準
にまで回復し、順調に推移しました。この影響を受け、販売品目の拡充等にも取
組んだ結果、下期を中心に順調に売上を伸ばし、前年比16.5％増となりました。

切削工具、機械類 自動車

自動車向け機械工具事業は、切削工具を中心に、機器工具、
工作機械等を自動車メーカーおよび自動車部品メーカーに直接
販売しています。これらを使って加工された数万点の部品によって
自動車が作られます。

工作機械事業
工作機械事業は、工作機械を機械販売店経由でエンドユーザー
である製造業の生産設備として販売しています。工作機械は、
金型製作をはじめとした金属加工に使用され、様々な工業製品
を生み出しています。

国内の工作機械受注は、前年に比べ37％増加しましたが、リーマンショック後の回復度
合いは60％程度となっています。需要の回復に加え、エンジニアリング機能の活用による
サービス向上等、差別化に取組んだ結果、売上は前年比43.3％と大幅に増加しました。

FAシステム事業
ＦＡシステム事業は、工作機械や機械類を含む生産設備のトータル
提案をエンドユーザーである製造業に向けて直接行なっています。
その生産設備から、私たちの身近にある様々な工業製品が生産
されています。

国内の工作機械受注が回復したことに加え、生産ライン効率最大化のためのソ
リューション提案において、機械や機器工具類の拡販に努めた結果、売上は前年
比21.4％増となりました。

鉄骨建築資材事業
鉄骨建築資材事業は、ブレースやアンカーボルト等の自社製品や
ハイテンションボルト、溶接材料や機械工具等の仕入商品を鉄骨
ファブリケーターに直接販売しています。これらは、最終的に鉄骨
建築物の構造部分となる鉄骨組立工事で使用されます。

鉄骨建築需要は、前年比ほぼ横ばいの426万トンと3年連続400万トン台の低水
準で推移しました。被災地向けの住宅、公共建物、商業施設等の仮設建築物への
ブレースをはじめとする資材供給により、売上は前年比6.7％増となりました。

配管資材事業
配管資材事業は、継手、フランジ、パイプ等の管工機材に加え、
ボルト・ナットや機械工具類を配管設備業者に向けて直接販売し
ています。これらを使用して、工場等の配管設備の新設や補修が
なされます。

配管設備の新設需要に関連する工場の建築着工は持ち直しの動きが見られ、
年央より定期修繕も動き出しました。新規顧客開拓や、取扱商品の拡充による
1件あたりの販売額の向上に努めた結果、売上は前年比11.1％増となりました。

連結損益計算書 一概要一
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工業機器事業

売上高212億9百万円　営業利益7億82百万円売上高212億9百万円　営業利益7億82百万円売上高212億9百万円　営業利益7億82百万円
建築・配管資材事業
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住宅設備機器事業

当事業活動フィールド

事業の概況

販売店 施工店

住宅設備機器 住宅

新築住宅の着工戸数は、震災の影響等により、暦年ベースで前年比微増にとど
まりました。当事業も、震災によるサプライチェーンの混乱等により、一時的に販売
が伸び悩みましたが、環境配慮型住宅向けの省エネ商品の販売等に注力した
結果、売上は前年比3.1％増となりました。

住宅設備機器事業は、キッチン、バス、トイレ等の住宅設備機器を
販売店経由で施工店に向けて販売しています。これらの商品は、
住宅の新築やリフォームの際に使用されます。

+3.1％

《資産の部》 《負債及び純資産の部》前 期 当 期 増減率
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64,454
9,046
8,278
767
520
212
1,074
1,062
569

73,625
10,526
8,311
2,215
541
256
2,500
2,261
1,171

14.2 
16.4 
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188.7 
4.1 
20.7 
132.6 
112.7 
105.8 

2010年4月1日～
2011年3月31日

海外・その他の事業

事業の概況

海外製品 生産ライン提案 防犯関連機器

海外事業は、コストパフォーマンスの高い製品の発掘を積極的に行ない取扱商品
の拡充に努めました。エンジニアリング事業は、他事業と連携しサービスの差別化
に寄与しました。セキュリティシステム事業は、セキュリティショーへの参加等により
シェアの拡大に取組みました。その結果、海外・その他の事業の売上は前年比
19.9％増となりました。

海外・その他の事業は、海外での新規取扱商品の開拓や機械
類の輸入等を行なう海外事業、生産ラインの診断、改善提案、
施工、メンテナンス等を行なうエンジニアリング事業、監視カメラ
等の防犯関連機器の販売を行なうセキュリティシステム事業が
含まれます。

+19.9％
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機器・工具事業
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売上高売上高

（前年比）

売上高売上高



配当政策 自社株買いの実施

事 業 年 度

期末配当金受領株主確定日

中間配当金受領株主確定日

定 時 株 主 総 会

株 主 名 簿 管 理 人
特別口座の口座管理機関

4月1日～翌年3月31日

3月31日

9月30日

毎年6月

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

同 連 絡 先

上 場 証 券 取 引 所
公 告 の 方 法

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号
TEL0120-094-777（通話料無料）
東京証券取引所・大阪証券取引所
電子公告により行なう
公告掲載ＵＲＬ
http://www.furusato.co.jp/ir/publicnotice.html
ただし、電子公告によることが出来ない事故、その他のやむを
得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。

配当性向を連結当期純利益の25％程度としております。また、配当性向
に基づく1株当たりの配当金が年間10円を下回る場合にも、年間10円
の安定配当に努めてまいります。

当期（2011年4月1日～2012年3月31日）の実施状況は、累計204,100
株（123百万円）でした。なお、3月末時点で保有しております自己株式は、
819,986株（発行済株式数の5.3％）です。

株主優待制度
3月31日現在500株以上保有の株主の皆さまに、
「ふるさと小包ギフトカタログ」をお送りしております。
カタログには3,500円相当の全国旨いものが40種
類掲載され、その中からお好きな1品をお選びいた
だけます。

●配当金の推移
期末配当金 中間配当金（円）

12年度予想11年度10年度09年度08年度 2012 年度版フルサト小包カタログ▶

トピックス

株主還元について

株主メモ ホームページのご案内

フルサト工業やグループ企業の事業内容から配当や株主
優待までさまざまな情報をわかりやすく掲載しています。

当社の「企業情報」や「株式情報」は、当社ホームページの
「企業情報」や「株主・投資家情報」にて公開しております。

株主・投資家情報

個人投資家向けページ

フルサト工業の決算情報、
過去の株主通信、株式情
報がご覧いただけます。

07年度

フルサトグループ全体で節電・省エネをお手伝い
　近年、CO２削減及び省エネは、地球規模レベルでの課題であり、加えて、国内においては、
東日本大震災以降、電力需給の逼迫が大きな問題となっています。

　このような流れを受け、製造業では、収益性の観点からも節電・省エネ対策は優先順位の高い
課題としてとらえられています。

　ジーネットでは、エンドユーザーである製造業に向けて、生産現場における節電・省エネ対策を
様々な角度から提案し、改善の働きかけを行なってきました。具体的には、テーマを絞った解決策を
取りまとめた「かんたん解決カタログ」を工場エア、工場電気、工場油圧の3つの分野で展開し、
各エンドユーザーの生産現場に合せた提案活動を実施しています。それに加えて、技術的ノウハウ
を持ったエンジニアリング部が、実際に生産現場に入り、各種省エネ診断やその結果に基づく
省エネ機器の導入から施工までを行なっています。

　今年も夏場を中心に電力不足が予想され、各企業で節電対策が大きな課題となっています。
今後、フルサトグループでは、かんたん解決の手法による提案をグループ各社のお客様に向けて
実施し、グループ全体で節電・省エネのお手伝いをしてまいります。

　かんたん解決シリーズ


