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988億81百万円

1,015億円

前期比 5.1% 増　

前期比 2.6% 増　 

機器・工具、機械・設備、建築・
配管資材の全セグメントで
増収となりました。
売上高は過去最高を更新し
ました。

31億25百万円
前期比 1.2% 減　 

売上総利益が前期比3.9％
の減益となりました。
販売費及び一般管理費が前
期比5.5％増加しました。

34億円
前期比 8.8% 増　 

34億64百万円
前期比 0.6% 増　 

営業外収支が前期比20.2％
増加しました。

37億円
前期比 6.8% 増　 

23億11百万円
前期比 1.0% 減　 

１株当たり当期純利益は
159円44銭となりました。
年間配当金は１株当たり48
円とさせていただきます。

24億円
前期比 3.8% 増　 

売上高は、上期2.5％、下期2.8％それぞれ増収を見込んでおります。
営業利益は8.8％、経常利益は6.8％、親会社株主に帰属する当期純利益は3.8％それぞれ増益を見込んでおり
ます。

2019年 3月期の見通し

2018年 3月期

連結業績ポイント

2017年4月1日～2018年3月31日

第60期株主通信
［ 証券コード：8087 ］
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機器・工具
セグメント
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セグメント

機械・設備
セグメント

　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60期は、フルサト工業の主要7工場で新生産システムの本格運用を進め、
時間当たりの生産量の増加および加工費の低減が見られました。今後も、事業環
境に左右されない安定した収益基盤を構築すべく、生産効率の向上に取り組んで
まいります。
　また、昨年12月に、ロボット安全講習やロボット導入コンサルティング等を
行なうロボットテクニカルセンター（RTC）を東京に開設いたしました。ロボッ
トの導入を検討されている企業様へのアプローチを強化し、導入コンサルティン
グにつながる仕組みを構築してまいります。
　このような状況において、当社グループでは、2020年3月期を最終年度とする
中期経営計画がスタートし、初年度を終えました。様々な施策に取り組み、売上
高は順調に推移しましたが、利益面では計画を下回りました。2年目も収益性の
改善等に注力し、最終年度での売上高1,080億円、営業利益40億円の達成に向け
て着実に各施策を進めてまいります。
　株主の皆様には、引き続きご理解とご支援を賜りますよう、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

フルサト流『働き方改革』
　フルサトグループでは、「充実した職場に向けての環境改革」をグループ戦略上の新たな取り組みとして中期経営計画に
も掲げ、様々な取り組みを行なっています。
　社員一人ひとりが充実した人生を送れるよう、ワークライフバランスの実現を目標に掲げ、総労働時間の短縮、効率的な
働き方の推進に取り組んでいます。所定労働時間を短縮し、残業時間の抑制のために無駄な時間を省き作業効率の向上を進
めています。グループウェア“G Suite”の導入はその一例で、情報伝達のスピード化、スケジュール等管理業務の簡素化
が図られます。
　これらの取り組みを通じて、プライベートの時間を増やし、バランスよく生活
することで生き甲斐や働き甲斐につながっていくものと考えます。
　働き甲斐のある職場を目指して、様々な個性や考え方により組織を活性化し、
イノベーションが起こるよう、組織の多様性を推進しています。外国籍の社員や
異なる業界の経験者の活用、女性管理職の登用等を通じて、異なる意見がぶつか
り合う職場環境を作り出します。
　また、従来からの枠組みを越えた発想が生まれるような環境改善のために、本社1
階に創造的学習空間・グループ社員交流ステージである「ナレッジコモンズ」を設置
しております。ここではグループの垣根を越えて自由に交流することが出来るオー
プンスペースで、打ち合わせや情報交換、プレゼンテーションなどに利用できます。
　このような取り組みを通して、生産性を向上させ、働き甲斐のある職場の実現
に注力し、企業価値の向上に努めます。

事業セグメント別売上概況

鉄骨建築資材事業

自動車向け機械工具事業
配管資材事業

工業機器事業

住宅設備機器事業

FAシステム事業

工場プラント向けにパイプや
バルブなどの管工機材等を販
売しており、工場建設や改修
需要の動向に影響を受けます。

製造業の工場向けに機械や工
具、消耗品などを幅広く販売
しており、需要は鉱工業生産
の動向などに影響を受けます。

システムキッチンや給湯機
器などの住宅設備を販売して
おり、需要は新設住宅の他リ
フォーム向けもあります。

ロボットを用いた省力化設備
などの生産ラインの導入を行
なっています。

建築鉄骨向けに資材を販売し
ており、東京五輪関連施設や
インバウンド向けホテルなど
の建築需要の動向に影響を受
けます。

自動車メーカーと自動車部品
メーカーを中心に機械や工具
類を販売しており、国内の自
動車生産の動向に影響を受け
ます。

海外・その他の事業
海外事業の他、防犯機器を販
売するセキュリティシステム
事業、設備工事などを請け負
うエンジニアリング事業が含
まれています。

工作機械事業
CNC旋盤などの工作機械を
販売しており、需要は設備投
資に影響を受け、機械受注統
計などに表れます。

成長分野として積極的に事業拡大に取
り組んだ結果、売上は増加しました。

受注は好調な事業環境の影響を受け高
水準で推移しましたが、納入時期の遅れ
により減収となりました。

鉄骨建築需要が前年比3.5％増で推移
したことから、売上が増加しました。

工作機械の受注は高水準で推移しました
が、受注から納入までの期間が延びている
ことから、売上の伸びが抑えられました。

303億64百万円

196億89百万円

68億82百万円

28億94百万円

234億81百万円

167億95百万円

前期比 4.8% 増　 

488億28百万円

前期比 6.6% 増　 

前期比 1.8% 増　 

前期比 8.8% 増　 

前期比 2.5% 減　 

前期比 3.7% 増　 
国内製造業の生産稼働が回復基調で推
移し、機械加工システム展などの施策の
効果により売上が増加しました。

新築およびリフォーム需要が弱含みに
推移した影響を受け、減収となりました。

国内自動車生産は横ばいで推移しまし
たが、自動車以外の分野への販売が伸び、
売上が増加しました。

海外事業が前年の落込みの反動もあり、
前期比2桁増収、セキュリティシステム
事業他は、前期比2桁減収となりました。

358億12百万円

54億74百万円

61億52百万円

13億88百万円

前期比 8.5% 増　 

前期比 3.1% 減　 

前期比 4.5% 増　 

前期比 11.4% 増 　

前期比 2.6% 増　 

Topicsごあいさつ

建築・配管資材
セグメント

機械・設備
セグメント

機器・工具
セグメント



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。また、配
当性向に基づく1株当たり配当金が年間10
円を下回る場合にも、引き続き年間10円の
安定配当を目指します。

2018年3月期の年間配当金につきましては、1株当たり48円
（50銭減配）とさせていただきます。（中間5円、期末43円）
2019年3月期の年間配当金につきましては、1株当たり50円

（中間5円、期末45円）を予定しております。

配当金の推移
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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。

フルサト工業ホームページの投資家情報のトップページには、
最新情報をまとめて掲載しておりますのでご活用ください。

〒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。

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/ir/

3月31日現在、500株以上当社株式を保有の
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
ておりますので、その中からお好きな1品を
お選びいただけます。

▶2018年度版ふるさと小包カタログ

ふるさと小包
旨いものの

一部をご紹介

▶第1位  神戸洋食デミグラスハンバーグ

▶第2位  広島産　世羅梨 ▶第3位  日本ハム　本格派吟王　３本セット

株主
優待制度

配当政策

（お申込期限：2018年10月31日）


