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948億57百万円
前期比 8.2% 増 

■			連結ベースでは、2008年3
月期の過去最高を更新した。

■			一年を通じて前年を上回っ
たものの、下期にかけて前
年対比の伸び率が低下した。

947億00百万円
前期比 0.2% 減 

35億56百万円
前期比 8.7% 増 

■			売上総利益が前期比4.8%
の増益となった。

■			販売費及び一般管理費が人
件費、租税公課、減価償却費
を中心に同3.5%増となっ
た。

31億90百万円
前期比 10.3% 減 

38億54百万円
前期比 7.7% 増 

■			営業外収支が前期比7百万
円の減益（同2.4%減）となっ
た。

34億60百万円
前期比 10.2% 減 

24億16百万円
前期比 8.4% 増 

■			滋賀工場の新築移転に伴う
旧工場の撤去費用引当金繰
入額等の計上により、特別
損失1億11百万円を計上。

■			税金等調整前当期純利益は
前期比3.4%増益、法人税等
13億26百万円を計上。

22億60百万円
前期比 6.5% 減 

連結業績ポイント

■	売上高は、上期2.1%の減収、下期1.7%の増収を見込み、通期で0.2%の減収を見通しております。
■		販売費及び一般管理費が3.2%増となる見通しであることから、営業利益は10.3%の減益、また、営業外収支の減
益を見通し、経常利益は10.2%の減益、その結果、親会社株主に帰属する当期純利益は6.5%の減益を見込んでお
ります。

2016年 3月期

2017年 3月期の見通し

2015年4月1日～2016年3月31日

第58期株主通信

株主の皆様へ

フィギュア

［	証券コード：8087	］



289億 16百万円

204億 40百万円

455億 00百万円

%増1.9前期比

%増22.8前期比

%増6.7前期比

建築・配管資材事業

機械・設備事業

機器・工具事業

受注は、下期以降、補助金に後押しされた需要がなく
なり二桁減となりましたが、好調時に積み上げた受
注の消化により、売上は前期比二桁増となりました。

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。

受注は、下期に大幅に落ち込みましたが、上期の
好調な受注に支えられ、売上は第4四半期は前年
同期比減となったものの、二桁増を確保しました。

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。

鉱工業生産は前年対比マイナスで推移しまし
たが、提案メニューの拡充や展示会に注力し
た結果、売上は前期比増となりました。

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。

輸送機械工業生産は弱含みではあるものの
安定的に推移し、売上は一年を通じて前年プ
ラスとなりました。

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。

新築需要が低調に推移する中、リフォーム需要に注
力し、施工機能の強化やオリジナルキッチンの拡販
等に取組んだ結果、売上は前期比増に転じました。

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
工店に販売しています。

海外部門が前期の大型案件の反動により前
期比13.8%減、セキュリティシステム部門等
が同4.8%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。

メンテナンス需要が増加する中、営業所の新設
等を行ない販売拡充に取組んだ結果、機械販売
の伸びも寄与し、売上は前期比増となりました。

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。

前期比 6.2%増27億60 百万円

建築鉄骨分野では、潜在需要は旺盛なものの、杭施
工問題や人手不足等により、さらなる工期遅れ等の影
響を受け、売上は前期比ほぼ横ばいで推移しました。

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。

前期比 0.8%増88億228 百万円

前期比 23.1%増83億167 百万円

前期比 21.4%増57億36 百万円

前期比 6.9%増70億325 百万円

前期比 8.1%増60億58 百万円

前期比 6.3%増49億55 百万円

前期比 2.5%減19億15 百万円
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　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58期連結会計年度における事業環境は、鉱工業生産指数において、弱含みで推移し、
工作機械の内需受注は、ものづくり補助金等の政策効果により上期まで好調に推移したこと
から暦年で二桁増となりました。建築需要は、オリンピック関連等多くの物件が控えている
ものの、杭施工問題や人手不足による工期のさらなる遅れ等の影響を受け、暦年で微減とな
りました。
　このような環境の中、フルサトグループでは、引き続きエンドユーザーの観点に立った
サービスメニューの充実や利便性の追求により付加価値を高め、顧客満足の向上に取組んで
おります。また、利益面では、プライベートブランド商品の拡販を始めとした様々な施策を
展開する一方、グループ全体で業務効率の向上に努め、高収益体質の確立に向けて取組んで
おります。
　これらの結果、当連結会計年度の業績は、増収増益となり、売上高は過去最高を更新しま
した。なお、当期の年間配当金は、4円増配の1株当たり50円50銭とさせていただきました。
　今後も、安定成長に向けた磐石な基盤を構築すべく、事業収益率の強化に向けた取組みに
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。

ふるさと 　   りょうへい
取締役社長

ごあいさつ

事業セグメント別売上概況



フルサト工業滋賀工場

新名神高速道路

京滋バイパス

甲南IC

名神高
速道路

滋賀県

三重県京都府

滋賀工場は1963年（昭和38年）、フルサト工業初の本格工場と
して滋賀県甲賀市水口に建築されました。以来、全国に工場の
展開が行なわれる中にあって、中核工場としての地位を譲るこ
となく存在してきました。

旧工場は地形がいびつで、周辺地域への騒音等の問題もあったため、新たに土
地を購入し新築移転を計画、2015年7月に着工、翌2016年1月に竣工しました。
その後、機械設備の導入・設置、試運転を行ない、ゴールデンウィーク明けの	
5月9日より本格生産を開始しております。

後からできた工場は、順次建て替えや修築が一巡する中にあって、滋賀工場は大
きな改修もなく操業を続けてきました。その理由の一つには、メイン工場として
生産量を確保するため操業を止めることができなかったことが挙げられます。
しかしながら、いよいよ老朽化が激しくなり、生産効率の向上が喫緊の課題とし
て切迫するに至り、およそ半世紀ぶりとなる改築を決断致しました。

新しい滋賀工場では、生産効率を向上させる新たな生産方式を
初めて導入し、生産コストの低減による収益向上を目指しており、
この新生産方式は今後他の工場へも導入を進めていく予定です。

フルサト工業滋賀工場

〒520-3306　滋賀県甲賀市甲南町柑子2002-22
新名神高速道路　甲南ICより3.3㎞　約5分

滋賀工場53年ぶりにリニューアル
「一番先で、一番後」

▲新工場の外観

▲旧滋賀工場内部の様子

▲最新設備を導入した生産ライン

TOPICS

新築移転により開設

初の本格工場

▲昭和40年当時の旧滋賀工場



配当性向を連結親会社株主に帰属する当期純利益の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、2016年3月期の年間配当金は、1株当たり50円50銭
（4円増配）とさせていただきます。（中間5円、期末45円50銭）
また、2017年3月期の1株当たり当期純利益が155円88銭とな
る予想であることから、1株当たり年間配当金は47円（中間5円、
期末42円）となる予定です。

配当金の推移
1株当たり当期純利益 配当額 配当性向

30.2% 30.2%
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株主優待制度

 配当政策

3月31日現在、500株以上の当社株式を保有の株主様に「グ
ルメチョイスカタログふるさと小包」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。
（お申込期限：2016年10月31日）

投資家情報のページで
は、必要な情報をよりわ
かりやすく表示するよう
にしております。

最新の情報を投資家情
報のトップページにま
とめ、ページを移動せ
ずに必要な情報を閲覧、
入手していただけます。
ご活用ください。

フルサト工業のホームページが新しくなりました。
新しいホームページでは、フルサト工業に関する情報をこれまで

よりもさらに詳しく掲載
するよう心がけておりま
す。
是非ご覧ください。

多くのページで日本語
と英語を併記しており
ます。

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

〒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 株主メモ

ホームページのご案内

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。

▶2016年度版ふるさと小包カタログ

2016年度ふるさと小包
旨いものの

一部をご紹介

▶北海道産　天然鮭切身セット

▶金澤兼六坂ケーキギフト ▶王将果樹園　山形の白桃


