
四半期報告書 

 

(E03107) 

（第55期第３四半期） 

自 平成24年10月１日 

至 平成24年12月31日 



目       次 

  頁

表 紙 

    

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 …………………………………………………………………………………………  1

２ 事業の内容 …………………………………………………………………………………………………………  1

第２ 事業の状況      

１ 事業等のリスク ……………………………………………………………………………………………………  2

２ 経営上の重要な契約等 ……………………………………………………………………………………………  2

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 …………………………………………………  2

第３ 提出会社の状況      

１ 株式等の状況      

(1）株式の総数等 ……………………………………………………………………………………………………  4

(2）新株予約権等の状況 ……………………………………………………………………………………………  4

(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

(4）ライツプランの内容 ……………………………………………………………………………………………  4

(5）発行済株式総数、資本金等の推移 ……………………………………………………………………………  4

(6）大株主の状況 ……………………………………………………………………………………………………  4

(7）議決権の状況 ……………………………………………………………………………………………………  5

２ 役員の状況 …………………………………………………………………………………………………………  5

第４ 経理の状況 ……………………………………………………………………………………………………………  6

１ 四半期連結財務諸表      

(1）四半期連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………………  7

(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 ……………………………………………………  9

四半期連結損益計算書 …………………………………………………………………………………………  9

四半期連結包括利益計算書 ……………………………………………………………………………………  10

２ その他 ………………………………………………………………………………………………………………  15

第二部 提出会社の保証会社等の情報 ………………………………………………………………………………………  16

    

［四半期レビュー報告書］      



【表紙】

【提出書類】 四半期報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成25年２月８日 

【四半期会計期間】 第55期第３四半期（自 平成24年10月１日 至 平成24年12月31日） 

【会社名】 フルサト工業株式会社 

【英訳名】 FURUSATO INDUSTRIES,LTD. 

【代表者の役職氏名】 取締役社長  古里 龍平 

【本店の所在の場所】 大阪市中央区南新町一丁目２番10号 

【電話番号】 （０６）６９４６－９６０５（代表） 

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長  大西 聡 

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区南新町一丁目２番10号 

【電話番号】 （０６）６９４６－９６０５（代表） 

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長  大西 聡 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

株式会社大阪証券取引所 

（大阪市中央区北浜一丁目８番16号） 



  

 （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。 

  

 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54期

第３四半期連結 
累計期間 

第55期
第３四半期連結 

累計期間 
第54期 

会計期間 
自平成23年４月１日
至平成23年12月31日 

自平成24年４月１日
至平成24年12月31日 

自平成23年４月１日 
至平成24年３月31日 

売上高（百万円）  53,788  56,243  73,625

経常利益（百万円）  1,707  1,867  2,500

四半期（当期）純利益（百万円）  724  956  1,171

四半期包括利益又は包括利益 

（百万円） 
 399  850  1,143

純資産額（百万円）  28,475  29,580  29,186

総資産額（百万円）  45,230  45,411  47,978

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円） 
 48.65  65.23  78.82

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（％）  63.0  65.1  60.8

回次 
第54期

第３四半期連結 
会計期間 

第55期
第３四半期連結 

会計期間 

会計期間 
自平成23年10月１日
至平成23年12月31日 

自平成24年10月１日
至平成24年12月31日 

１株当たり四半期純利益金額

（円） 
 11.55  20.40

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、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

 また、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、全体的に弱い動きとなっておりますが、一部において下げ止

まりの兆しもみられます。鉱工業生産は自動車における減産の一巡や、海外景気の底堅さ等を背景として、よう

やく減少に歯止めがかかりはじめたものの、機械設備投資は引き続き弱い動きとなっています。一方で、鉄骨建

築需要は緩やかな増加傾向にあります。 

このような環境の中、当社グループの業績は、機器・工具事業と機械・設備事業に減速傾向がみられ、建築・

配管資材事業は堅調に推移しました。 

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4.6％増加し562億４千３百万円となり

ました。売上総利益率が0.1ポイント上昇し、販売費及び一般管理費率が0.1ポイント低下したため、営業利益は

同10.3％増の16億４千３百万円、経常利益は同9.4％増の18億６千７百万円となりました。特別損失に減損損失等

を計上した結果、四半期純利益は同31.9％増の９億５千６百万円となりました。 

  

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0.1％増の284億２千３百万円となりました。鉱工業生産減少の影響を受け、工

業機器事業が同1.7％減、自動車向け機械工具事業が同0.3％の微増となり、住宅設備機器事業は同12.9％の２桁

増となりました。これらの結果、営業利益は同3.7％減の６億２千２百万円となりました。 

  

（機械・設備事業） 

当事業の売上高は、前年同期比10.7％増の103億９千７百万円となりました。国内の工作機械受注の減少の影響

により、工作機械事業は同21.2％増と第２四半期に比べ減速傾向を示し、ＦＡシステム事業は第３四半期にマイ

ナス幅が縮小し、同18.6％減となりました。これらの結果、営業利益は同61.5％増の２億４千２百万円となりま

した。 

  

（建築・配管資材事業） 

当事業の売上高は、前年同期比8.9％増の174億２千２百万円となりました。鉄骨建築需要が緩やかに増加する

中、鉄骨建築資材事業は同8.3％増となり、市場シェアの拡大を進める配管資材事業は同11.3％増となりました。

これらの結果、営業利益は同17.1％増の７億１千７百万円と前年同期比増加に転じました。 

  

 （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25億６千７百万円減少し、454億１千

１百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金の増加４億４百万円、受取手形及び売掛金の減少25億７

千８百万円、繰延税金資産の減少１億４千万円等により流動資産が23億３千１百万円減少したこと、有形固定資

産の減少２億３千８百万円等により固定資産が２億３千５百万円減少したことによります。 

  

（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29億６千１百万円減少し、158億３千１

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減少19億１千４百万円、未払法人税等の減少７億

１千３百万円、賞与引当金の減少２億３千３百万円等により流動負債が28億５百万円減少したこと、退職給付引

当金の減少９千７百万円、繰延税金負債の減少５千８百万円等により固定負債が１億５千５百万円減少したこと

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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（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３億９千３百万円増加し、295億８千

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９億５千６百万円増加、剰余金の配当により２

億９千４百万円減少、自己株式の取得により１億６千２百万円減少、その他有価証券評価差額金が１億５百万円

減少したことによります。 

   

 （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24年12月31日） 

提出日現在発行数（株）
（平成25年２月８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24年10月１日～ 

平成24年12月31日  
 －  15,574,366  －  5,232,413  －  5,975,224

（６）【大株主の状況】

- 4 -



 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24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24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      946,800 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式   14,578,900  145,789 － 

単元未満株式 普通株式       48,666 － － 

発行済株式総数            15,574,366 － － 

総株主の議決権 －  145,789 － 

  平成24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 
 946,800  －  946,800  6.08

計 －  946,800  －  946,800  6.08

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24年10月１日から平

成24年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,016,031 7,420,567

受取手形及び売掛金 ※  24,028,203 ※  21,450,025

商品及び製品 2,783,521 2,826,651

仕掛品 538,112 441,600

原材料及び貯蔵品 158,181 148,569

繰延税金資産 328,804 188,089

その他 244,822 293,646

貸倒引当金 △38,622 △41,798

流動資産合計 35,059,054 32,727,351

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,430,455 2,255,151

土地 6,698,875 6,653,870

その他（純額） 307,433 289,700

有形固定資産合計 9,436,764 9,198,723

無形固定資産 61,749 44,715

投資その他の資産   

投資有価証券 2,268,341 2,116,466

前払年金費用 99,722 114,442

繰延税金資産 101,420 66,390

その他 1,058,840 1,223,580

貸倒引当金 △106,938 △79,824

投資その他の資産合計 3,421,387 3,441,055

固定資産合計 12,919,901 12,684,494

資産合計 47,978,955 45,411,845

- 7 -



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※  15,577,306 ※  13,662,457

未払法人税等 863,658 150,382

賞与引当金 485,223 251,391

役員賞与引当金 26,780 18,877

災害損失引当金 8,431 5,828

固定資産撤去費用引当金 － 52,000

その他 865,228 880,199

流動負債合計 17,826,627 15,021,136

固定負債   

繰延税金負債 450,064 391,235

退職給付引当金 341,326 243,930

その他 174,800 175,438

固定負債合計 966,191 810,604

負債合計 18,792,818 15,831,741

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 17,536,634 18,198,452

自己株式 △442,468 △604,897

株主資本合計 28,461,930 28,961,319

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 724,207 618,784

その他の包括利益累計額合計 724,207 618,784

純資産合計 29,186,137 29,580,104

負債純資産合計 47,978,955 45,411,845
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 53,788,266 56,243,167

売上原価 46,078,704 48,134,851

売上総利益 7,709,562 8,108,316

販売費及び一般管理費 6,218,960 6,464,881

営業利益 1,490,601 1,643,435

営業外収益   

受取利息 5,323 7,271

受取配当金 37,501 33,756

仕入割引 331,388 339,155

受取賃貸料 23,571 23,734

その他 12,741 14,081

営業外収益合計 410,525 417,999

営業外費用   

売上割引 175,364 180,277

賃貸収入原価 3,231 3,096

その他 15,374 10,733

営業外費用合計 193,971 194,107

経常利益 1,707,155 1,867,327

特別利益   

固定資産売却益 － ※1  984

投資有価証券売却益 15,344 －

特別利益合計 15,344 984

特別損失   

固定資産除却損 － ※2  9,540

減損損失 ※3  206,903 ※3  72,746

固定資産撤去費用引当金繰入額 － 52,000

災害による損失 ※4  6,215 －

その他 2,620 －

特別損失合計 215,738 134,287

税金等調整前四半期純利益 1,506,761 1,734,025

法人税、住民税及び事業税 611,463 598,804

法人税等調整額 170,551 178,948

法人税等合計 782,015 777,753

少数株主損益調整前四半期純利益 724,745 956,271

四半期純利益 724,745 956,271
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 724,745 956,271

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △325,424 △105,422

その他の包括利益合計 △325,424 △105,422

四半期包括利益 399,321 850,848

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 399,321 850,848

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。 

  

（会計上の見積りの変更） 

 当第３四半期連結会計期間において、連結子会社㈱ジーネットの東京支社及び東流センターの建替え計画を決定し

たため、耐用年数を取り壊し予定月までの期間に見直し、将来にわたり変更しております。これにより、従来の方法

に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益は、それぞれ18,883千円減

少しております。  

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得

した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。  

  

  

※ 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をしております。なお、

当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日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。 

   

※１. 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。   

  

※２. 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。  

    

【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

【会計方針の変更等】

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

  
前連結会計年度

（平成24年３月31日） 
当第３四半期連結会計期間
（平成24年12月31日） 

受取手形 千円 1,014,177 千円 923,487

支払手形  16,985  27,293

（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23年４月１日 
至 平成23年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日） 

土地  － 千円 984

  
前第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） 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日） 

建物及び構築物  － 千円 1,475

撤去費用  －  4,737

その他  －  3,327

計  －  9,540
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※３. 減損損失の内容は次のとおりであります。 

※４. 災害による損失  

 前第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） 

 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。 

  

  

 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。 

前第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） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日） 

  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

  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。  

 当社の収益性が低下した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、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）

  

北九州市八幡東

区 

  

  

事業用資産 

  

建物及び構築物  38,301

土地  34,445

合計 － －  72,746

72,746

6,215

（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23年４月１日 

至  平成23年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日 
至  平成24年12月31日） 

減価償却費 千円 234,319 千円 227,271
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Ⅰ 前第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 

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

 配当金支払額 

（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 

（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24年６月28日 

定時株主総会 
普通株式  221,315  15  平成24年３月31日  平成24年６月29日 利益剰余金 

平成24年11月２日 

取締役会 
普通株式  73,137  5  平成24年９月30日  平成24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。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24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61,170千円には、セグメント間取引消去63,655千円、たな卸資産の調整額△2,485千円

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。   

  

（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
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

  （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  28,423,591 10,397,208 17,422,367 56,243,167  － 56,243,167

セグメント間の内部
売上高又は振替高  692,217 187,356 12,110 891,684  △891,684 －

計  29,115,809 10,584,564 17,434,478 57,134,852  △891,684 56,243,167

セグメント利益  622,609 242,069 717,585 1,582,265  61,170 1,643,435

72,746
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 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。 

  

（自己株式の消却） 

当社は、平成25年２月４日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式の消却を行うこ

とを決議いたしました。  

１．消却の理由 

当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するために自己株式の取得・保有しておりまし

たが、発行済株式総数の減少を通じて株主利益の増大を図るために消却を実施するものであります。 

２．消却の内容 

（１）消却の方法    

   その他資本剰余金及びその他利益剰余金（繰越利益剰余金）から減額  

（２）消却する株式の種類 

   普通株式  

（３）消却する株式の総数 

   1,000,000株  

   （消却前発行済株式総数に対する割合 6.42％)  

（４）消却日 

   平成25年２月26日  

（５）消却後の発行済株式総数 

   14,574,366株  

  

平成24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・・・・・・・・・73,137千円 

（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24年11月28日 

（注） 平成24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。 

（１株当たり情報）

  
前第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） 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日） 

１株当たり四半期純利益金額 円 銭 48 65 円 銭 65 23

（算定上の基礎）     

四半期純利益金額（千円）   724,745   956,271

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）  724,745  956,271

普通株式の期中平均株式数（千株）  14,897  14,660

（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24年４月１日から平成25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24年10月１日から

平成24年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24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24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25年２月４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 石  黒     訓     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。 




