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 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。 

３．新株予約権付社債等潜在株式が存在しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額につ

いては、記載しておりません。 

４. 第53期第３四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。  

 当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。  

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第53期

第３四半期連結 
累計期間 

第54期
第３四半期連結 

累計期間 
第53期 

会計期間 
自平成22年４月１日
至平成22年12月31日 

自平成23年４月１日
至平成23年12月31日 

自平成22年４月１日 
至平成23年３月31日 

売上高（百万円）  46,905  53,788  64,454

経常利益（百万円）  613  1,707  1,074

四半期（当期）純利益（百万円）  364  724  569

四半期包括利益又は包括利益 

（百万円） 
 98  399  307

純資産額（百万円）  28,139  28,475  28,315

総資産額（百万円）  43,216  45,230  44,536

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円） 
 23.97  48.65  37.55

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
 －  －  －

自己資本比率（％）  65.1  63.0  63.6

回次 
第53期

第３四半期連結 
会計期間 

第54期
第３四半期連結 

会計期間 

会計期間 
自平成22年10月１日
至平成22年12月31日 

自平成23年10月１日
至平成23年12月31日 

１株当たり四半期純利益金額(円）  13.31  11.55

２【事業の内容】
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 当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。  

  

 当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

 （1）業績の状況  

当第３四半期連結累計期間における日本経済は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況にある中

で、緩やかな持ち直しの動きが見られます。鉱工業生産はタイの洪水による影響も薄れ、緩やかに回復しておりま

すが、海外景気の下振れリスク、円高等による輸出への影響が懸念されます。設備投資は、下げ止まりつつあるも

のの、機械受注が横ばいとなるなど弱い動きも見られ、雇用情勢も依然として厳しい状況にあります。 

このような環境の中、当社グループでは引き続き復旧・復興の支援を 優先に行なうと共に、配管資材事業の

進展、オリジナル商材の拡充、節電・省エネに関するソリューション提案等にも注力しました。 

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14.７％増加し537億８千８百万円とな

りました。営業利益は同302.4％増の14億９千万円、経常利益は同178.3％増の17億７百万円となりました。一部の

事業所の土地、建物について減損を行ない、減損損失２億６百万円等を特別損失に計上したことにより、四半期純

利益は同98.6％増の７億２千４百万円となりました。 

  

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12.3％増の284億２百万円となりました。九州機械加工システム展の開催、ソリュ

ーションフェアの実施等により工業機器事業が同12.4％増、サプライチェーンの回復等により自動車向け機械工具

事業が同17.7％増となったことなどによります。これらの結果、営業利益は同185.7％増の６億４千６百万円とな

りました。 

  

（機械・設備事業） 

当事業の売上高は前年同期比39.0％増の93億８千８百万円となりました。工作機械受注の順調な回復等によ

り、工作機械事業が同43.6％増、FAシステム事業が同27.4％増となりました。これらの結果、営業利益は１億４千

９百万円（前年同期は１千７百万円の損失）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7.7％増の159億９千７百万円となりました。鉄骨建築需要がおおむね横ばいの環境

下、鉄骨建築資材事業は同7.0％増、配管資材事業は拡販等により同10.7％増となりました。これらの結果、営業

利益は同676.6％増の６億１千２百万円となりました。 

  

 （2）財政状態の分析 

（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６億９千４百万円増加し、452億３千

万円となりました。この主な要因は、受取手形及び売掛金の増加22億９千１百万円、現金及び預金の減少３億３百

万円等により、流動資産が18億８千万円増加したこと、投資有価証券の減少７億９千３百万円、減損損失の計上２

億６百万円等により、固定資産が11億８千６百万円減少したことによります。 

  

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

２【経営上の重要な契約等】

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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（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５億３千３百万円増加し、167億５千４

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増加７億２千５百万円、未払法人税等の増加１億

６百万円、賞与引当金の減少２億２千万円等により、流動負債が９億２千２百万円増加したこと、繰延税金負債

の減少２億３千７百万円、退職給付引当金の減少８千万円等により、固定負債が３億８千８百万円減少したこと

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１億６千万円増加し、284億７千５百

万円となりました。この主な要因は、利益剰余金の増加５億７千５百万円、その他有価証券評価差額金の減少３

億２千５百万円、自己株式の取得８千９百万円によります。 

   

 （3）事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 

  

 （4）研究開発活動  

 該当事項はありません。 
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①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

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。 

 当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  42,125,500

計  42,125,500

種類 
第３四半期会計期間末現在
発行数（株） 

（平成23年12月31日） 

提出日現在発行数（株）
（平成24年２月10日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容

普通株式  15,574,366  15,574,366

東京証券取引所 

大阪証券取引所 

各市場第一部 

単元株式数

100株 

計  15,574,366  15,574,366 － － 

（２）【新株予約権等の状況】

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（４）【ライツプランの内容】

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（株） 

 発行済株式
 総数残高 

（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金 
増減額 
（千円） 

資本準備金
残高 
（千円） 

平成23年10月１日～ 

平成23年12月31日  
 －  15,574,366  －  5,232,413  －  5,975,224

（６）【大株主の状況】
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 当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成23年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。 

①【発行済株式】 

 （注） 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4,000株含まれております。 

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数40個が含まれております。 

②【自己株式等】 

  

 該当事項はありません。 

  

（７）【議決権の状況】

  平成23年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式      734,900 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式   14,790,100  147,901 － 

単元未満株式 普通株式       49,366 － － 

発行済株式総数            15,574,366 － － 

総株主の議決権 －  147,901 － 

  平成23年12月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計(株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

フルサト工業株式会社 
大阪市中央区南新町

１丁目２番10号 
 734,900  －  734,900  4.72

計 －  734,900  －  734,900  4.72

２【役員の状況】
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成23年10月１日から平

成23年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。 

  

第４【経理の状況】
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１【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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,861,023 6,557,082

受取手形及び売掛金 20,003,051 ※  22,294,368

商品及び製品 2,867,804 2,782,246

仕掛品 441,338 476,501

原材料及び貯蔵品 189,982 163,320

繰延税金資産 309,038 212,235

その他 257,820 322,565

貸倒引当金 △42,405 △40,150

流動資産合計 30,887,652 32,768,170

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,573,066 2,467,021

土地 6,868,387 6,698,875

その他（純額） 353,841 314,774

有形固定資産合計 9,795,295 9,480,671

無形固定資産 83,699 68,020

投資その他の資産   

投資有価証券 2,540,180 1,746,645

前払年金費用 71,206 92,294

繰延税金資産 187,925 133,577

その他 1,140,954 1,066,454

貸倒引当金 △170,901 △125,705

投資その他の資産合計 3,769,365 2,913,265

固定資産合計 13,648,361 12,461,956

資産合計 44,536,013 45,230,127
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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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,456,562 ※  14,182,522

未払法人税等 347,607 453,671

賞与引当金 464,286 243,475

役員賞与引当金 13,646 12,262

災害損失引当金 18,335 8,556

その他 661,356 983,407

流動負債合計 14,961,793 15,883,895

固定負債   

繰延税金負債 539,420 301,683

退職給付引当金 453,172 372,182

その他 266,137 196,430

固定負債合計 1,258,731 870,295

負債合計 16,220,524 16,754,191

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 17,089,505

自己株式 △318,860 △408,743

株主資本合計 27,562,654 28,048,526

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 752,834 427,410

その他の包括利益累計額合計 752,834 427,410

純資産合計 28,315,489 28,475,936

負債純資産合計 44,536,013 45,230,127
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（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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第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) 

売上高 46,905,380 53,788,266

売上原価 40,360,225 46,078,704

売上総利益 6,545,155 7,709,562

販売費及び一般管理費 6,174,689 6,218,960

営業利益 370,465 1,490,601

営業外収益   

受取利息 2,645 5,323

受取配当金 42,396 37,501

仕入割引 303,917 331,388

受取賃貸料 23,353 23,571

その他 27,728 12,741

営業外収益合計 400,041 410,525

営業外費用   

支払利息 29 －

売上割引 148,738 175,364

賃貸収入原価 3,368 3,231

その他 4,962 15,374

営業外費用合計 157,098 193,971

経常利益 613,408 1,707,155

特別利益   

貸倒引当金戻入額 12,400 －

保険解約返戻金 73,857 －

投資有価証券売却益 － 15,344

特別利益合計 86,257 15,344

特別損失   

減損損失 － ※1  206,903

災害による損失 － ※2  6,215

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 6,873 －

その他 － 2,620

特別損失合計 6,873 215,738

税金等調整前四半期純利益 692,792 1,506,761

法人税、住民税及び事業税 133,945 611,463

法人税等調整額 193,962 170,551

法人税等合計 327,908 782,015

少数株主損益調整前四半期純利益 364,883 724,745

四半期純利益 364,883 724,745
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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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 364,883 724,745

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △266,546 △325,424

その他の包括利益合計 △266,546 △325,424

四半期包括利益 98,336 399,321

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 98,336 399,321

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。 

  

  

   

【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

【追加情報】

当第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） 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。  

  

（法人税率の変更等による影響） 

 「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第

114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成

23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人税率の引

下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使

用する法定実効税率は従来の40.6％から、平成24年４月１日に開始する連結会計年度から平成26年４月１日に開始する

連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については37.9％に、平成27年４月１日に開始する連結会計年度以降に解消

が見込まれる一時差異については35.5％となります。この税率変更により、繰延税金資産は 千円、繰延税金負債

は 千円それぞれ減少し、法人税等調整額は 千円増加しております。 

20,387

40,868 5,989

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

前連結会計年度末 
（平成23年３月31日） 

当第３四半期連結会計期間末 
（平成23年12月31日） 

        ─────――――― ※  四半期連結会計期間末日満期手形 

   四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理につい

ては、手形交換日をもって決済処理しております。 

 なお、当第３四半期連結会計期間の末日は金融機関

の休日であったため、次の満期手形が四半期連結会計

期間末日残高に含まれております。  

  受取手形 千円871,014

支払手形  千円21,033
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（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

当第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 当第３四半期連結累計期間において、当社グループ

は以下の資産グループについて減損損失を計上しまし

た。 

   当社グループは、資産を用途により事業用資産、共

用資産及び遊休資産に分類しております。また、事業

用資産は単独でキャッシュ・フローを生み出す 小の

事業単位である営業拠点単位で、共用資産は複数資産

グループに共用資産を加えたより大きな単位で、遊休

資産は物件単位でグルーピングしております。  

   営業拠点における営業活動から生ずる損益が継続し

てマイナスとなる見込みである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 千円を

減損損失として特別損失に計上しております。 

   資産グループごとの回収可能価額の算定は正味売却

価額により測定しております。正味売却価額は、路線

価及び固定資産税評価額等を基準とした評価額に基づ

き算定しております。               

場所 用途 種類 減損損失(千円）

  

宮城県名取市 

  

  

事業用資産 

  

建物及び構築物  6,612

土地  17,810

  

福島県郡山市 

  

  

事業用資産 

  

建物及び構築物  30,779

土地  14,975

山口県山口市 事業用資産 土地  81,257

大分県大分市 事業用資産 土地  55,469

合計 － －  206,903

206,903

――――――――――― ※２ 災害による損失 千円は、平成23年３月11日に

発生した東日本大震災により被災した当社グループの

従業員等への災害見舞金であります。 

6,215
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 当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。 

                                                      

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

 配当金支払額 

  

Ⅱ 当第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） 

 配当金支払額 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  
前第３四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

当第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） 

減価償却費 千円 255,232 千円   234,319

（株主資本等関係）

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 

（千円） 

１株当たり 

配当額（円）
基準日 効力発生日 配当の原資  

平成22年６月29日 

定時株主総会 
普通株式  77,325  5  平成22年３月31日  平成22年６月30日 利益剰余金 

平成22年11月２日 

取締役会 
普通株式  75,519  5 平成22年９月30日 平成22年11月29日 利益剰余金 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 

（千円） 

１株当たり 

配当額（円）
基準日 効力発生日 配当の原資  

平成23年６月29日 

定時株主総会 
普通株式  74,793  5  平成23年３月31日  平成23年６月30日 利益剰余金 

平成23年11月２日 

取締役会 
普通株式  74,196  5  平成23年９月30日  平成23年11月28日 利益剰余金 
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Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22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）「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。 

                                   

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

  （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  25,282,009 6,754,657 14,851,746 46,888,413  16,967 46,905,380

セグメント間の内部
売上高又は振替高  519,729 109,370 12,246 641,346  － 641,346

計  25,801,738 6,864,027 14,863,993 47,529,759  16,967 47,546,727

セグメント利益 

又は損失（△） 
 226,325 △17,025 78,906 288,206  1,617 289,824

  （単位：千円）

利益 金額   

報告セグメント計  288,206

「その他」の区分の利益  1,617

セグメント間取引消去  83,283

たな卸資産の調整額  △2,641

四半期連結損益計算書の営業利益  370,465
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Ⅱ 当第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。 

                                               

 １株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（注） 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、新株予約権付社債等潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。 

  

該当事項はありません。 

平成23年11月２日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

（イ）中間配当による配当金の総額・・・・・・・・・74,196千円 

（ロ）１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・・5円 

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・・・平成23年11月28日 

 （注） 平成23年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。 

  （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

（１株当たり情報）

  
前第３四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

当第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株当たり四半期純利益金額 円 銭 23 97 円 銭 48 65

（算定上の基礎）     

四半期純利益金額（千円）   364,883   724,745

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円）  364,883  724,745

普通株式の期中平均株式数（千株）  15,221  14,897

（重要な後発事象）

２【その他】
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該当事項はありません。 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているフルサト工業株

式会社の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成23年10月１日から

平成23年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日まで）に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半

期レビューを行った。 

  

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  

監査人の責任 

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。 

 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 

 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  

監査人の結論 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、フルサト工業株式会社及び連結子会社の平成23年12月31日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての

重要な点において認められなかった。 

  

利害関係 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

  独立監査人の四半期レビュー報告書  

  平成24年２月３日

フ ル サ ト 工 業 株 式 会 社 

   取 締 役 会 御 中 
      

  有限責任監査法人 ト ー マ ツ   

  
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
  公認会計士 美  馬  和  実   印 

  
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
  公認会計士 目  細     実   印 

 （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

 ２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 




