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823億25百万円

前期比　9.6% 増 

■第3四半期までは前年同期
比3.7％の微増であった。

■第4四半期に駆け込み需要
などにより同27.3％の大
幅増となった。

823億00百万円

前期比　0.0% 減 

31億07百万円

前期比　40.4% 増 

■ 売 上 総 利 益 が 前 期 比
10.8％の増益となった。

■販売費及び一般管理費が
運賃・荷作費を中心に同
3.2％の微増であった。

28億80百万円

前期比　7.3% 減 

33億84百万円

前期比　36.0% 増 

■営業外収支が2億77百万
円のプラス（前期比0.6％
増）となった。

31億80百万円

前期比　6.1% 減 

14億16百万円

前期比　9.9% 増 

■減損損失等により特別損
益が5億22百万円のマイ
ナスとなった。

■税金等調整前当期純利益
は前期比21.7％増益、法人
税等14億45百万円を計上。

18億20百万円

前期比　28.4% 増 

連結業績ポイント

2015年 3月期の見通し

2014年 3月期

■売上高は前期に発生した駆け込み需要の影響を勘案し横ばいを見通しております。
■販売費及び一般管理費が2.7％増となる見通しであることから、営業利益は7.3％、経常利益は6.1％の減益を見込ん

でおります。
■現時点では特別損益を見込んでいないため当期純利益は28.4％の増益を見込んでおります。

株主の皆様へ
［ 証券コード：8087 ］

フィギュア

2013年4月1日～2014年3月31日

第56期株主通信



ふるさと 　   りょうへい
取締役社長

　株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　当社第56期における事業環境は、今年4月からの消費税率3％引き上げに対する駆
け込み需要があり、家電や生活用品などの個人消費が大幅に増加し、当社グループの
扱う建築資材や生産財などにも同様の動きが見られました。
　また、2020年の東京オリンピック開催が決定し、震災復興も本格化したため、建
築物の需要が増加してまいりました。
　当社の業績も下期に上昇傾向が強まり、特に工作機械、住宅設備機器、鉄骨建築資
材などが第4四半期に大きく増加しましたが、駆け込み需要などの特殊要因の影響も
少なからずあったものと考えております。
　また、株主様への利益配分を高めることを目的に、当期より配当性向を連結当期純
利益の25％程度から30％程度へ変更いたしました。この結果、1株当たり年間配当金
は7円増配の29円50銭とさせていただきます。
　今後も株主様のご期待にお応えすべく、引き続き企業価値の向上に努めてまいりま
すので、ご支援ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
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建築・配管資材事業

264億49百万円
15.7%増前期比

機械・設備事業

148億69百万円
4.8%増前期比

機器・工具事業

410億06百万円
7.8%増前期比

鉄骨建築資材事業
鉄骨建築物の鉄骨組立工事で使用され
る資材類や機械工具等を鉄骨ファブリ
ケーターに直接販売しています。

212億98百万円 前期比
16.1%増

建築鉄骨需要は前年比15.9％増加。
需要の増加に加え、消耗品等の駆け
込み需要が発生しました。

51億51百万円 前期比
14.2%増

生産設備投資回復により、継手、バ
ルブ類に加え機械工具類が伸び、初
めて50億円突破となりました。

配管資材事業
工場等の配管設備工事に使われる管工
機材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。

121億87百万円 前期比
8.9%増

補助金等の政策効果により年央より
受注が増加し、第4四半期に大幅増収
となりました。

工作機械事業
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。

26億81百万円 前期比
10.8%減

当期より事業の一部を工作機械事業へ移管
したことにより減収となりました。

FAシステム事業
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。

10億57百万円 前期比
16.7%増

海外部門が前期比11.6％増、セキュリティシステム
部門等が同17.7％増となりました。

海外・その他の事業
海外事業、エンジニアリング事業、防犯関連機器を販売
するセキュリティシステム事業が含まれます。

55億24百万円 前期比
25.6%増

新築需要、リフォーム需要共に増
加。名古屋を中心に好調に推移。好
調な需要を背景に新設の東京も順
調な立ち上がりとなりました。

住宅設備機器事業
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。

54億39百万円 前期比
14.7%増

輸送機械工業生産は消費増税決定
後2桁増加に転じ、下期にかけて増
収の加速につながりました。

自動車向け機械工具事業
切削工具を中心に、機器工具、工作機械
等を大手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。

289億84百万円 前期比
3.5%増

鉱工業生産は年央より緩やかに増
加。期末の駆け込み需要により第4
四半期2桁増収となりました。

工業機器事業
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。

事業セグメント別売上概況

ごあいさつ



フルサトグループ
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（億円）平成に入り四半世紀が経とうとしています。

昭和34年に設立したフルサト工業も55年目を迎
えましたが、比較的順調に成長してきた昭和期に比
べ、平成は激動期、混迷期であったといえます。こ
のような期間におけるフルサト工業の転換期をそ
の時代背景と共に振り返ってみたいと思います。題
して「フルサト・クロニクル（年代記）」。全4回の予定
でフィギュアに掲載してまいります。
第1回のテーマは「平成バブルとその崩壊後」

フルサト工業単独

平成元年度昭和62年度昭和60年度 7年度 9年度 11年度 13年度 15年度 17年度 19年度 21年度 23年度 25年度5年度3年度

平成12年8月
株式会社ジーネット子会社化
12年度はジーネットの下期業績のみを連結

平成19年10月
岐阜商事株式会社子会社化
19年度は岐阜商事の下期業績のみを連結

平成15年
配管資材事業スタート

■  売上高実績

※平成元年度は13ヵ月変則決算

フルサト・クロニクル（年代記）

平成前夜 バブル景気 新たなる経営基盤の誕生へ

バブル崩壊

昭和60年のプラザ合意によって円高
が進み、1年後にはドルの価値はほぼ
半減しました。円高不況を懸念する
経済政策が後のバブル景気の引き金
となったと考えられています。それ
は、高度成長の波に乗って成長して
きたフルサト工業が、全国へ営業所
を展開し収益の基盤を整えた時期と
重なります。昭和61年には大証新二
部へ新規上場し、転換社債の発行な
どによる財務基盤の強化も果たされ
ました。

政府の内需拡大策や設備投資の増加などに
よってフルサト工業の収益も拡大し、昭和
61年度には初めて売上が100億円を突破し
ました。それ以降も需要環境は拡大し続け、
売上は4年で200億円を超え経常利益24億
円の最高益を記録しました。3年続けて売
上は200億円を突破し、20億円前後の経
常利益を計上しました。その後、バブルは
崩壊し、次に最高益を更新するのに15年の
歳月を待たねばなりませんでした。

この時期のフルサト工業も失わ
れた10年に陥っていたように思
われます。市場環境が回復の兆
しを見せない中、需要に細かく
対応するために小規模営業所の
出店を進め、4年程度で17ヵ所
増加し最大55拠点体制で売上の
確保に努めておりました。マー
ケットを開拓後、採算を基準とし
た整理、統合をすすめ最適な体
制を追求してまいりました。また、
建築鉄骨分野以外の新しい分野
の開拓を開始し、土木関連や建
設用工具・機器類の小売など周
辺マーケットでの試行を重ねてき
ました。その取り組みの中から
後年新規分野となる配管用資材
販売事業が生まれることになりま
す。このように新たな成長に向
け行なってきた様々な試行錯誤
が、やがて形となって現れてくる
ことになります。

バブル景気の崩壊により、平成5年度フル
サト工業の売上は35億円減少し、経常利益
は半減しました。その後、大手金融機関の
倒産や、阪神淡路大震災の発生などの世情
不安を反映した閉塞感が漂う中、カンフル
剤政策による一時的な景気の持ち直しも見
られましたが、総じて低成長で推移した「失
われた10年」となりました。

平成バブルとその崩壊後

鉄骨建築需要の推移グラフ
（昭和61年～平成25年）

（万トン）
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■ 配当政策
今回、配当政策の見直しを行ない、配当性向を連結当期純利
益の30％程度（従来は25％程度）といたしました。（1株当
たり連結当期純利益の30％が10円を下回る場合は年間10円）
これにより、2014年3月期の1株当たり年間配当金は29円50
銭（7円増配）とさせていただきます。（中間5円、期末24円
50銭）
また、2015年3月期の1株当たり当期純利益が125円52銭と
なる予想であることから、1株当たり年間配当金は38円とな
る予定です。

個人投資家向けページ
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おります。

■自社株買いの実施
当期の実施期間（2013年4月1日〜2013年6月14日）における
取得状況は、累計35,400株（33百万円）でした。なお、2014
年3月末時点で保有しております自己株式は、74,566株（発行
済株式数の0.5％）です。

 配当金の推移
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■株主優待制度
3月31日現在、500株以上の当社株式を保有の株主様に「ふ
るさと小包ギフトカタログ」を送付いたします。カタログに
は全国の旨いもの40種（各3,500円相当）を掲載しており、
その中からお好きな1品をお選びいただけます。

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
同 連 絡 先

上 場 証 券 取 引 所
公 告 の 方 法

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

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
TEL 0120-094-777（通話料無料）
東京証券取引所
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。

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。

▶ 2014年度版ふるさと小包カタログ

2014年度ふるさと小包
商品の一部をご紹介

▶王将果樹園　山形の白桃

▶ボイルずわいがに姿 ▶十勝スイーツプリン

▶数の子松前漬詰合せ ▶伊賀上野の里　ロースハム＆つるし焼豚セット

http://www.furusato.co.jp/

株主・投資家情報
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。

株主還元について

ホームページのご案内株主メモ

〒540-0024 大阪市中央区南新町一丁目2番10号


