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第2四半期（累計）
通期

408億04百万円
前　年
同期比  8.4% 増 

第1四半期は駆け込み需要
の反動の影響があったも
のの前年同期比4.6％増で
あった。
第2四半期は一部の事業を
除き回復基調に戻り、同
11.9％増となった。

12億82百万円
前　年
同期比 19.4% 増 

売上総利益が前年同期比
7.9％の増益となった。
販売費及び一般管理費が
運賃・荷造費を中心に同
5.1％増となった。

14億36百万円
前　年
同期比 19.1% 増 

営業外収支が1億53百万
円のプラス（前年同期比
16.4％増）となった。

8億96百万円
前　年
同期比 28.2% 増 

投資有価証券売却益等に
より特別損益が59百万円
のプラスとなった。
税金等調整前四半期純利
益は前年同期比21.9％増
益、法人税等5億99百万円
を計上。

連結業績ポイント

2014年5月に公表しました業績予想を据え置いております。

四半期純利益 売上高 営業利益  経常利益

2015年 3月期 第2四半期（累計）

823億00百万円
前期比  0.0% 減 

28億80百万円
前期比  7.3% 減 

31億80百万円
前期比  6.1% 減 

18億20百万円
前期比 28.4% 増 

 売上高 営業利益  経常利益 当期純利益

2015年 3月期の通期見通し



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57期第2四半期連結累計期間における事業環境は、鉱工業生産指数において、
消費増税による反動減からの回復は鈍いものの、機械受注の民需は増加傾向を示し、
ものづくり補助金等の政策効果もあいまって、設備投資意欲の高まりがうかがえまし
た。また、建築需要には、勢いが感じられますが、技術者・技能者不足による工期の
遅れ等が生じ、懸念材料も見受けられました。
　このような環境の中、機器・工具事業および機械・設備事業では、付加価値拡大に
向けてエンドユーザーの状況別に基本戦略を設け、エンドユーザーの需要に細かく対
応する様々なサービスメニューの充実に取組んでおります。一方、建築・配管資材事
業では、営業所を新設し、特に首都圏での販売体制の拡充に努めております。
　これらの結果、当第2四半期連結累計期間の業績は、増収増益となりました。なお、
中間配当金は、1株当たり5円とさせていただきました。
　今後も、安定成長の基盤作りに取組み、社会から必要とされる企業となるよう努め
てまいりますので、株主の皆様の変わらぬご支援をよろしくお願い申し上げます。

建築・配管
資材事業 機器・工具

事業
機械・設備
事業

建築・配管資材事業

135億97百万円
11.5%増前年同期比

機械・設備事業

69億32百万円
8.1%増前年同期比

機器・工具事業

202億74百万円
6.6%増前年同期比

鉄骨建築資材事業鉄骨建築資材事業
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。

109億06百万円 前年同期比
9.5%増

建築鉄骨需要は前年同期比横ばいで
推移しましたが、技術者・技能者不足
による工期の遅れ等の影響があり、売
上の伸び率は縮小傾向を示しました。

26億90百万円 前年同期比
20.4%増

生産設備のメンテナンス需要の増
加に加え、営業所の新設等を行ない
販売拡充に取組んだ結果、堅調に推
移しました。

配管資材事業配管資材事業
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。

55億58百万円 前年同期比
5.2%増

駆け込み需要の大幅な反動減により、
第1四半期は大きく落ち込みました
が、補助金等の政策により受注が順調
に伸び、第2四半期は二桁プラスに転
じました。

工作機械事業工作機械事業
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。

13億74百万円 前年同期比
21.7%増

工作機械の受注が順調に伸びたことに加
え、新規ルートの開拓等に取組んだ結果、
売上は二桁増となりました。

FAシステム事業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。

5億72百万円 前年同期比
12.7%増

海外部門が前年同期比33.9％増、セキュリティシス
テム部門等が同8.9％増となりました。

海外・その他の事業海外・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。

25億71百万円 前年同期比
4.3%増

第1四半期は駆け込み需要の反動
もほぼなく順調に推移しましたが、
第2四半期以降、伸びに鈍化がみら
れました。

住宅設備機器事業住宅設備機器事業
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販売してい
ます。

25億09百万円 前年同期比
2.5%増

駆け込み需要の反動により、第1四
半期は落ち込みましたが、第2四半
期に持ち直し前年同期比プラスに
転じました。

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。

自動車向け機械工具事業自動車向け機械工具事業

146億21百万円 前年同期比
7.5%増

鉱工業生産は駆け込み需要の反動
減の影響もあり回復は鈍いものの、
売上は前年同期比プラスで推移し
ました。

工業機器事業工業機器事業
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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平成に入り四半世紀が経過しました。
設立５５年となるフルサト工業にとっての平成期は、
激動・混迷がしばらく続いた時期であったといえます。
試行錯誤を繰り返していたフルサト工業にやがて転機が訪れます・・・
全４回の予定で連載中の「フルサト・クロニクル（年代記）」。
第２回のテーマは「フルサトグループの誕生」

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）Ⅱ

可能性 ジーネット子会社化 フルサトグループにおける取組み

役割分担の明確化

フルサト工業は、バブル崩壊後
の低迷期に、試行錯誤を繰り返
してきましたが、機械工具類の
販売にはある種の可能性を感じ
ていました。それが、工具と作業
用品の小売店の開発へと展開し
ていくことになります。独自の
調査、検証、試行に基づき、小売
店舗“TOBBY（トビー）”は98年
5月にオープンし、事業化に向
けてのチャレンジが始まりまし
た。新しい取引先、新ジャンルの
商品群、店頭での販売ノウハウ
の蓄積。これまでのフルサト工
業になかったものが数多く構築
さ れ て い き
ました。

“TOBBY”事業は、新たな潮流
をおこしたものの、建設不況な
ど環境の影響もあって、苦戦を
強いられていました。そのよう
な時期に、機械工具の専門商社
ジーネットに対するＭ＆Ａがもた
らされました。その案件に対し
て綿密な調査・検討を行ない、話
し合いを重ねた結果、２０００年
に第三者割当増資を全額引受
け、同社を子会社としました。
ジーネットは機械工具商社とし
ての長年の業績により、優良な
仕入先および販売先とのつな
がりが維持されており、経営機
能の強化と財務構造の健全化
を実施することによって、再生を
図っていくことになりました。ま
た、両社の事業は関連性があり、
相乗効果を目指していくと共に、
新たな事業展開への可能性も
期待されておりました。

フルサト工業とジーネットは、事業の関連性の他、全
国に拠点を展開しているという共通性がありました。
拠点運営コストの削減と、両社の交流を緊密化させ
ることを目的に、比較的近隣の
12拠点において統合を実施し
ました。さらに、03年には本社
を移転統合し、間接部門の連
携強化によるオペレーション効
率の向上に取組みました。

子会社化に際し、「今はフルサトが助けたことになる
が、将来的にジーネットに助けられる日が来る」と言
われ、グループにおける両社の果たす役割が明確
に示されました。すなわち、小さなマーケットで比較
的シェアの高いフルサト工業は安定した収益を上げ、
巨大なマーケットで小さなシェアのジーネットがシェ
アを高めることで成長を牽引するという構図で、両
社が切磋琢磨してそれぞれの役割を果たしていくこ
とになりました。

フルサトグループの誕生



株主メモ ホームページのご案内

■ 配当政策
配当性向を連結当期純利益の30％程度としております。

（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、2015年3月期の中間配当金は、1株当たり5円
とさせていただきました。当期の年間配当金につきましては、
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38円（中間5円、期末33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。

 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「ふるさと小包グルメチョイスカタログ」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年度ふるさと小包
旨いものの一部を

ご紹介

▶王将果樹園　山形のデラウェア

▶北海道　びらとり和牛すき焼き

▶神戸北野坂　黒豆パウンド

▶さくらポーク生ウインナー詰合せ ▶博多　無着色辛子明太子

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。

〒540-0024 大阪市中央区南新町一丁目2番10号

株主還元について
▶ 2014年度版ふるさと小包カタログ


