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将来に関する記述等についてのご注意 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断

する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は

様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
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2019年 3月期の振り返り 

 フルサトグループ 2019 年 3 月期の業績は、全セグメン

トで増収となり、売上高はグループ初の 1,000 億円を超

え、利益面でも自社製品の売上総利益率の改善等の効果が

出たことにより、増収増益となりました。 

 その主な要因としては、建築・配管資材セグメントおよ

び機械・設備セグメントが前期比二桁増となったことが挙

げられます。 

 また、フルサトグループでは、社会的に人手不足の問題

が深刻化する中、グループの成長戦略を考える上で、優秀

な人材の確保と生産性の向上は不可欠であり、その対策と

して職場制度改革を進めております。給与水準の見直し、

テレワークの導入、PRAによる業務の自動化・効率化等に

より、一人ひとりが能力を発揮し、働き甲斐を感じること

ができる環境を整えております。 

 

中期経営計画の進捗状況 

 中期経営計画は二年目を終え、比較的順調に進捗してお

ります。最終年度は、消費増税や世界経済の先行き不透明

感の強まり等、事業環境は厳しくなるものと思われますが、

各取り組みを着実に遂行し、目標達成を目指してまいりま

す。特に、グループの柱の一つとして注力しているセキュ

リティ事業において、（株）ジーネットのセキュリティ事業

と（株）セキュリティデザインのそれぞれの強みを活かし、

高まるセキュリティ需要を背景に、事業拡大に努めてまい

ります。さらに、ロボットシステムインテグレーター事業

では、今後、需要の拡大が見込まれる中堅・中小企業に向

けての販売を強化してまいります。 

 

持続的な企業価値向上に向けて 

 今後、企業価値を持続的に高めていく上で、社会的責任

を果たしていく重要性を強く認識しております。事業の拡

大を目指す一方で、経営の客観性と透明性を高め、お客様、

お取引先、株主・投資家、従業員、地域社会等、様々な立

場を踏まえた実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制

の強化、充実に努めてまいります。 

 株主の皆様には、今後もフルサトグループに一層のご支

援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。 

 

 

社長メッセージ 

代表取締役社長 

古里  龍平 
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フルサトグループのこれまで 
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売上高推移

フルサト工業 建築資材 フルサト工業 配管資材 ジーネット 岐阜商事 セキュリティデザイン

予想

2000 年 （株）ジーネットをグループ化 

2004 年 古里龍平が取締役社長に就任 

2004 年 東京証券取引所市場第二部に上場  

2012 年（株）ジーネットが、蘇州雷特尓機電貿易有限

公 司 (China) を 設 立 、 Retra 

Engineering(Thailand)（現、非連結子会社）

に出資 

2015 年 フルサト工業（株）が東京本社を設置  

2006 年 東京証券取引所・大阪証券取引所 

市場第一部に指定替え 

2007 年 岐阜商事（株）をグループ化 

2009 年 （株）ジーネット名古屋支社の 

FA システム部を岐阜商事（株）に移管  

2016 年 （株）ジーネットが、（株）ロボットテクニカル

センターを設立 

フルサト工業（株）が滋賀工場を新築移転 

Retra Engineering(Thailand)の株式を取得し

グループ化 

（株）セキュリティデザインの株式を取得しグ

ループ化 

2018 年 （株）ジーネット、岐阜商事（株）の共同出資

で Retra Engineering(Vietnam)を設立  

■ジーネットのグループ化（M&A） 

 

フルサト工業（株）は、建築資材事業のマーケットが、バブ

ル崩壊後、縮小の一途を辿り、それに伴い売上は大きく落ち込

み、資本金が売上を上回る状況が続いていました。上場企業と

しての成長を模索する中、銀行から経営危機に陥っていた機械

工具卸商社の（株）ジーネットの紹介があり、2000 年に 51％

を出資し、グループ化しました（2002 年に株式交換で完全子

会社化）。当時のジーネットは、特殊要因も重なり経営危機に

陥ってはいましたが、業界での知名度があり、フルサト工業の

建物やシステム等のインフラ面の共有によりシナジーが期待

でき、早期回復が可能との判断から、グループ化を決断しまし

た。 

これにより、グループとしての安定成長の基盤が整いまし

た。 

事業拡大の軌跡 

■配管資材事業を立ち上げ（新規事業） 

 

フルサト工業（株）は、もう一つの収益の柱として、建築資

材事業に業態の似た事業を模索する中で、2003 年に配管資材

事業をスタートしました。配管資材事業は、既存の全国販売ネ

ットワークやインフラが活用でき参入障壁が低かったこと、ま

た、巨大なマーケットで、成長の余地が大きいことから、参入

を決断しました。 

これにより、フルサト工業は、安定性と成長性の両方を備え、

単体でも成長を実現できる基盤が整いました。 

 

■岐阜商事のグループ化（M&A） 

 

当時、グループ会社である機械工具卸商社の（株）ジーネッ

トは、リーマンショック以降、円高による国内メーカーの海外

移転なども重なり、伸び悩む中、今後、生き残るには、従来型

のプロダクト・アウト手法ではなく、マーケット・イン手法へ

の転換が必要であると考えました。そこで、マーケット・イン

手法が浸透している自動車業界のノウハウの獲得に乗り出し、

2007 年に中部圏のティアワン向けに販売を行なう直需商社

の岐阜商事（株）をグループ化しました。 

これにより、機械・工具販売における提案営業力が高まり、

ジーネットの強みとなりました。 

■セキュリティデザインのグループ化（M&A） 

 

グループ会社の（株）ジーネットのセキュリティ機器販売を

行なうセキュリティ事業の成長戦略を描くにあたり、監視カメ

ラネットワークの IP 化の流れを受け、セキュリティ機器販売

だけでは生き残りは難しいと考え、2016 年にシステムインテ

グレーター機能を有する（株）セキュリティデザインをグルー

プ化しました。 

これにより、一貫したセキュリティサービスを提供すること

が可能となり、セキュリティ事業の成長に向けた基盤が整いま

した。 

非連結子会社 
Retra Engineering(Thailand)、蘇州雷特尓機電貿易有限公司(China)、Retra Engineering(Vietnam)、株式会社ロボットテクニカルセンター 

注記 

１．棒グラフの上の数字は連結売上高、会社別の数字は単体の売上高。 

２．01/03：ジーネット下期実績より連結／08/03：岐阜商事下期実績より連結／20/03：セキュリティデザイン（SD）連結 
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(単位：百万円）

2018年3月期 2020年3月期

実績 実績 増減 増減率 予想

売上高 98,881 107,873 8,991 9.1% 108,000

　機器・工具セグメント 48,828 49,873 1,045 2.1% 52,600

　　　工業機器事業 35,812 37,055 1,243 3.5% 37,100

　　　自動車向け機器工具事業 6,152 6,745 593 9.6% 6,780

　　　住宅設備機器事業 5,474 5,275 -199 -3.6% 5,100

　　　その他 1,388 796 -592 -42.7% 320

　　※セキュリティ N/A N/A N/A N/A 3,300

　機械・設備セグメント 19,689 24,145 4,456 22.6% 21,200

　　　工作機械事業 16,795 20,565 3,769 22.4% 17,700

　　　FAシステム事業 2,894 3,580 686 23.7% 3,500

　建築・配管資材セグメント 30,364 33,854 3,490 11.5% 34,200

　　　建築資材事業 23,481 26,830 3,348 14.3% 27,000

　　　配管資材事業 6,882 7,024 142 2.1% 7,200

営業利益 3,125 4,040 915 29.3% 4,000

　機器・工具セグメント 1,143 1,297 154 13.5% 1,480

　機械・設備セグメント 532 685 152 28.7% 600

　建築・配管資材セグメント 1,377 1,928 550 39.9% 1,920

　調整額等 71 129 57 80.7% -

経常利益 3,464 4,416 951 27.5% 4,400

税金等調整前当期純利益 3,429 4,356 926 27.0% 4,400

親会社株主に帰属する当期純利益 2,311 2,893 581 25.2% 2,950

2019年3月期

※2020年3月期より、（株）セキュリティデザインを連結対象に含めたことにより、新たに機器・工具事業にセキュリティ事業が

　加わっております。

事業部門別概況 

建築・ 
配管資材 
セグメント 

32% 

機器・工具 
セグメント 

46% 
 

機械・設備 
セグメント 

22% 
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事 業 概 要 (  )内は運営会社 

工業機器事業（ジーネット） 
◼ 機器、部品、刃物、工具、消耗品など工業生産と連動する商品を全

国の機械工具商へ卸売 
◼ ユーザーニーズを掘り起こす提案手法が特徴。ユーザーが認識して

いないニーズを掘り起こし、最適な手段をカタログや展示会、シス
テムを用いて提案 

 

自動車向け機器工具事業（岐阜商事） 

■ トヨタ系ティアワン部品メーカーを中心に切削工具などを工具メー

カーと連携して販売する専門商社 

■ 自動車業界独自の高度な提案システムに対するノウハウが特徴 
 

住宅設備機器事業（ジーネット） 

■ 住宅設備機器を販売店に卸売 

■ ターゲットは、新築およびリフォーム市場 

■ 施工機能を備えている点が特徴 
 

その他（ジーネット） 

■セキュリティ事業 

■海外事業、他 

 

 

工作機械事業（ジーネット） 

■ 工作機械を機械商へ卸売 

■ 展示会等を通じ、多様な取扱機種から最適なものを提案 

 
 

FAシステム事業（ジーネット） 

■ 工作機械、装置、ロボット等をエンドユーザーへ直販 

■ システムインテグレーターとの連携の下、生産システムの設計・提案

力が特徴 
 

建築資材事業（フルサト工業） 
■ 建築資材類のユーザーへの直販 
■ 販売先は、全国の鉄骨建築業者、鉄骨系住宅メーカー、仮設ハウス

メーカー等 
■ ユーザーが必要とするものを取り揃え、ワンストップで提供 
■ 全国倉庫付き営業所網、物流網を整備 
■ 工場は物流機能の発達にあわせ、全国展開から主力工場へ集約化 

 

配管資材事業（フルサト工業） 

■ プラント配管を中心に新設・保全を行なうユーザーへ資材類を直販 

■ 建築配管資材事業の営業所網、物流網を活用し、同じエリアで異なる

マーケットを攻略 

■ 初期は営業人員も兼務体制でスタート、業容拡大に合わせて専任者

配置、専門部署設置へと展開 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P7 

P8 

P8 

P9 
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P8 
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事業部門別概況 

機器・工具セグメント   

売上高・営業利益推移 

マーケットデータ 

201９年 3月期の事業別実績 

■2019 年 3 月期実績 

新規メーカーの開拓や既存の主力メーカーとの取引

拡大に注力しました。また、機械加工システム展では、

通常の展示会に加え、新たに Web 上でのバーチャル展

示会を開催し、売上に大きく貢献しました。さらに、PB

商品の販売では、ニーズの高い生爪等の在庫アイテム

を拡充し、売上を伸ばしました。 

その結果、国内の工場の稼働率が低下傾向にあるも

のの、売上高は前期比 3.5％増の 37,05５百万円となり

ました。 

工業機器事業 

■重点テーマ 

・ユーザーニーズを見据えた取扱商材の更なる拡販 

・「潜在ニーズの顕在化」を掲げた提案営業の深化 

売上高  ￥49,873 百万円  営業利益  \1,297 百万円  
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自動車向け機械工具事業 

■重点テーマ 

・積極的な新規開拓  

・新規注力商材への取り組みを通じた、事業の多様化 

■2019 年 3 月期実績 

主力の切削工具以外の販売に注力し、金型や治具等

の販売が増加しました。 

その結果、自動車生産は若干弱含みで推移している

ものの、売上高は前期比 9.6％増の 6,745 百万円とな

りました。 

住宅設備機器事業 

海外・その他 

■重点テーマ 

・施工体制や物流網構築による付加価値の向上 

・リフォーム需要への十分な対応 

■2019 年 3 月期実績 

主力メーカーの拡販の他、施工体制強化のため、東

京、大阪、名古屋の各拠点に施工管理者を配置し、付加

価値の向上と工程管理の効率化に取り組みました。 

しかしながら、住宅新築着工はほぼ横ばい、リフォー

ム需要は低調に推移したことから、売上高は前期比

3.6％減の 5,275 百万円となりました。 

■2019 年 3 月期実績 

海外事業の減収に加え、セキュリティ事業を非連結

子会社の株式会社セキュリティデザインに移管したこ

とにより、売上高は前年比 42.7％減の 796 百万円とな

りました。 

2020 年 3月期の取り組み 

2020 年 3 月期は、工業機器事業において、かんたん

解決カタログを用いた提案営業の強化、通常の展示会

に加えバーチャル展示会の開催、PB 商品の拡充等、お

客様にとっての価値向上に努めてまいります。 

自動車向け機械工具事業では、引き続き、新規商材の

販売拡大に努めてまいります。 

住宅設備機器事業では、今後の住宅市場のトレンド

に対応すべく、リフォーム市場向け販売の強化に加え、 

中古物件対応への体制づくり等を進めてまいります。 

なお、2020 年 3 月期より、株式会社セキュリティデ

ザインが連結子会社となることから、新たにセキュリ

ティ事業が加わります。 

 このような取り組みにより、機器・工具セグメントの

売上高は、前期比 5.5％増の 52,600 百万円、営業利益

は、14.1％増の 1,480 百万円を予想しております。 
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売上高・営業利益推移 

マーケットデータ 

201９年 3月期の事業別実績 

■重点テーマ 

・ユーザーニーズを見据えた主要取扱製品の更なる拡販 

・エンジニアリング機能強化による付加価値向上 

・生産管理ソフトや 3D 造形技術等を用いた設計製造支援 

■2019 年 3 月期実績 

主力メーカーの販売に注力した他、生産管理ソフト

の CAD/CAM の販売を通じて生産性向上提案を行なう

等、付加価値の向上に努めました。 

その結果、工作機械の受注は前期比減となりました

が、売上高は上期の受注を中心とした受注残の消化が

進み前期比 22.4％増の 20,565 百万円となりました。 

FA システム事業 

工作機械事業 

■重点テーマ 

・各地域 SIer とのネットワーク構築と連携の強化 

・中小企業をターゲットとした製造工程の構築支援 

 

■2019 年 3 月期実績 

工作機械を含む自動化ラインの販売に注力し、組み

込みシステム等の売上が増加しました。 

その結果、受注は前期比減となりましたが、売上高は

伸び率が鈍化しているものの前期比 23.7％増の 3,580

百万円となりました。 

機械・設備セグメント  

売上高 ￥24,145 百万円 営業利益 \685 百万円  
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  2020 年 3 月期は、SIer との連携によるロボットシ

ステムインテグレーター事業にさらに注力し、ロボット

を組み込んだ生産システムの拡販に取り組んでまいり

ます。 

しかしながら、工作機械業界はボラティリティが高 

  

 

2020 年 3月期の取り組み 

く、昨年度末からの米中貿易摩擦等による先行き不透明

感を考慮し、機械・設備セグメントの売上高は、前期比

12.2％減の 21,200 百万円、営業利益は、12.4％減の

600 百万円を予想しております。 

  

 



11 
 

Furusato Industries, Ltd.  Annual Report 2018 

 

 

  

売上高・営業利益推移 

マーケットデータ 

201９年 3月期の事業別実績 

■重点テーマ 

・新生産システムの導入による効率化・省人化の推進 

・お客様の環境変化を見据えた商品・自社ブランド商品 

の投入 

 
■2019 年 3 月期実績 

主力製品であるブレースの生産効率向上のために導

入した新生産システムは順調に稼働し、1 時間当たりの

生産量は、前年比 10％向上しました。また、ハイテン

ションボルト不足問題が深刻化する中、調達力を生か

し、売上を伸ばしました。さらに、商品開発にも注力し、

Good Design 賞を受賞したブレースカバーやレーザー

照射で研磨するレーザーケレン等、今までにない商品

の取扱いを開始いたしました。 

その結果、鉄骨建築需要は前期比微減となりました

が、販売量の増加に加え、値戻しが順調に進み、売上高

は 14.3％増の 26,8３0 百万円となりました。 

建築資材事業 

売上高￥33,854 百万円 営業利益\1,928 百万円  

 

建築・配管資材セグメント  

Ma 
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2020 年 3月期の取り組み 

 2020 年 3 月期は、建築資材事業では、生産効率の向

上や製造原価の低減、不足しているハイテンションボ

ルト等の資材の調達に注力し、売上と利益率の向上に

取り組んでまいります。また、配管資材事業は、西部コ

ンタクトセンターの機能を高め、営業効率向上による 

  

配管資材事業 

■重点テーマ 

・配管資材部門を専門とする人材育成のスピードアップ 

・安定成長のための主力商品育成とサービス体制強化 

■2019 年 3 月期実績 

新たな売り先への営業に注力した他、機械類の販売

強化にも取り組みました。 

また、3 月には、業務処理を一括して行なう、西部コ

ンタクトセンターを設立しました。営業と業務処理を

切り離し、営業に専念できる環境を整えることで、営業

効率の向上が期待できます。 

それらの取り組みを通じ、成長分野として注力して

取り組んだ結果、管工機材の販売が好調に推移し、売上

高は前期比 2.1％増の 7,024 百万円となりました。 

売上増を目指します。 

しかしながら、資材不足の影響を受け、建築案件に遅

れが見受けられること等から、売上高は前期比 1.0％増

の 34,200 百万円、営業利益は前期比 0.4％減の 1,920

百万円を予想しております。 
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連結財務サマリー 
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■基本方針

当社は経営の目的である「永続」を実現するために、

コーポレート・ガバナンスを最重要課題の一つと捉え、

その充実に向けた活動に取り組んでまいります。主な施

策は次の３項目となります。 

（１）経営上の組織体制・仕組みの整備 

 意思決定の迅速化と業務運営の効率化を図るために、

組織体制および仕組みの整備に取り組んでまいります。 

（２）企業活動の透明性の向上 

 株主および投資家の皆様に対する説明責任を果たすた

めに、ディスクローズ体制の拡充に取り組み、適時性の

ある正確で質の高い開示を目指してまいります。 

（３）法令遵守制度確立に対する取組み 

 コンプライアンスの強化のために、企業としての考え

方を構築するとともに、実施のための制度・仕組みの整

備に取り組んでまいります。

 

■コーポレート・ガバナンス強化の流れ 

2008 年 3 月期 リスク管理委員会の設置 

2015 年 3 月期 独立社外取締役を 1 名招聘（女性取締役の選任） 

2016 年 3 月期 「コーポレート・ガバナンス」基本方針を制定 

独立社外取締役を 1 名から 2 名に増員 

指名・報酬協議委員会を設置 

2018 年 3 月期 取締役を対象に業績連動型株式報酬制度を導入 

取締役会の実効性評価を開始 

 

■企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 
（１） 企業統治の体制の概要 

①取締役会 

当社の取締役会は７名の取締役で構成されており、うち

２名は社外取締役であります。 

取締役会は毎月開催の定例取締役会のほか、必要に応じ

臨時取締役会を機動的に開催しており、十分な議論の上に

的確かつ迅速に意思決定を行っております。また、取締役

会では法令で定められた事項や経営に関する重要案件を

決定すると共に、業績の進捗についても議論し対策等を検

討しております。 

 

②監査役会 

監査役会は３名の監査役で構成されており、２名が社外

監査役で１名が常勤監査役であります。 

監査役の活動は、取締役会に出席し、取締役の職務執行

並びに当社の業務や財政状況の監査を実施しております。

また、代表取締役との意見交換会、決裁書類その他重要な

書類の閲覧・監視等を行っております。 

 

③指名・報酬協議委員会 

当社は取締役の指名、報酬等に係る取締役会の独立性・

客観性と説明責任を強化することを目的に、任意の委員会

として、取締役会のもとに指名・報酬協議委員会を設置し

ております。 

指名・報酬協議委員会は、取締役会の求めに応じて、取

締役の選任及び解任に関する株主総会議案、取締役及び重

要な使用人の個人別の報酬等に関して協議し、取締役会に

対して協議内容の報告を行っております。 

指名・報酬協議委員会は委員３名で構成されており、う

ち２名は社外取締役であります。 

委員長 中務 裕之（社外取締役） 

委員 武智 順子（社外取締役） 

委員 古里 龍平 

（2）当該体制を採用する理由 

社外取締役２名及び社外監査役２名は、独立役員として

指名しており、経営陣から一定の距離にある外部者の立場

で、取締役会や全国事業所長会議にも出席し、経営監視の

実効性を高めています。このように社外取締役及び社外監

査役が独立・公正な立場で、経営陣の職務執行状況を監視・

監督するガバナンス体制が整っているため、現状の体制と

しております。 

なお、会社と社外取締役及び社外監査役との間には、

人的関係、資本的な関係または取引その他の利害関係は

ありません。 

 

 

 

 

コーポレート・ガバナンス 
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■フルサトグループ役員紹介 

  

６ 

7

7

1．古里 龍平 
代表取締役社長 
2004 年 6 月より現任 

 

重要な兼務の状況 

株式会社ジーネット 代表取締役社長 

岐阜商事株式会社 代表取締役会長 

株式会社セキュリティデザイン 

取締役会長 

2．山下 勝弘 
専務取締役 
2015 年 6 月より現任 
 

重要な兼務の状況 

株式会社ジーネット 取締役 

株式会社セキュリティデザイン 

専務取締役 

４．谷口 英康 
取締役 
2013 年 6 月より現任 

5．藤井 武嗣 
取締役 
2017 年 6 月より現任 

3．浦池 雅弘 
取締役 
2013 年 6 月より現任 
 

重要な兼務の状況 

株式会社ジーネット  

取締役管理本部長 
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８．大西 聡 
常勤監査役 
2017 年 6 月より現任 
 

 

 

９．岩城 本臣 
社外監査役（独立役員） 
2015 年 6 月より現任 

 

重要な兼務の状況 

弁護士法人中央総合法律事務所 

代表社員 

奥村組土木興業株式会社 社外監査役 

大研医器株式会社 社外監査役 

株式会社ＳＮ食品研究所 社外監査役 

１０．日根野 文三 
社外監査役（独立役員） 
2017 年 6 月より現任 

 

重要な兼務の状況 

日根野公認会計士事務所代表 

６．武智 順子 
社外取締役（独立役員） 
2014 年 6 月より現任 

 

重要な兼務の状況 

弁護士法人御堂筋法律事務所 

社員 

 

７．中務 裕之 
社外取締役（独立役員） 
2015 年 6 月より現任 

 

重要な兼務の状況 

中務公認会計士・税理士事務所 

代表 
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■経営陣幹部の選解任と取締役・監査役の指名方針と手続き 

当社では、取締役会のもとに指名・報酬協議委員会を

設置しており、経営陣幹部の選任、取締役・監査役候補

者についての協議を行い、取締役会にその協議内容を報

告し、取締役会の審議を経て候補者を決定しておりま

す。委員会は社外取締役が過半数を占める構成としてお

り、委員長には社外取締役が選任されております。 

取締役候補者の選定 

取締役候補者の選定にあたっては、①優れた人格・見

識を有し、経営感覚に優れていること、②時代の動向、

経営環境、市場の変化を適確に把握できていること、③

当社グループの経営戦略の策定および実行に貢献できる

知識・能力および幅広い経験を有していること、④自ら

の資質向上に努める意欲が旺盛なことなど、また、社外

取締役については、会社法および東京証券取引所の定め

る独立性要件を満たす者であって、上記③に代えて、⑤

企業経営、学術、行政、財務会計、法律その他の分野に

おける高い専門的知見または豊富な経験を有しているこ

と、などの選定基準を踏まえて委員会で協議を行い、取

締役会の審議により決定をしております。 

監査役候補者の選定 

監査役候補者の選定にあたっては、①職務を遂行する

上で必要な強い意思と優れた人格を有していること、②

当社グループに対する深い理解に基づき、当社における

監査役監査に貢献できる知識・能力・経験を有している

こと、③当社の監査役に求められる役割・職責を適切に

果たす上で必要な時間・労力を確保できること、また、

社外監査役の候補者については、会社法に定める社外監

査役の要件を満たす者であって、上記②に代えて、④企

業経営、学術、行政、財務会計、法律その他の分野にお

ける高い専門的知見または豊富な経験を有しているこ

と、などを指名の条件としており、監査役会の同意を得

たうえで取締役会に付議し決定しております。 

経営陣幹部の選定 

経営陣幹部については、①グループ経営の陣頭に立つ

資質を有していること、②現在まで適正に業務を執行し

てきたと認められる者であること、③職責を十分に果た

して着実に成果を上げている者であること、または成果

を上げることが期待できる者であること、などの基準を

満たしている候補者を指名し、取締役会の審議により決

定しております。 

経営陣幹部、取締役ならびに監査役の解任手続き 

経営陣幹部、取締役ならびに監査役が、公序良俗に反

する行為を行った場合、職務懈怠により企業価値を著し

く毀損させた場合、選定基準に定める資質が認められな

い場合など、経営陣幹部、取締役ならびに監査役を解任

すべき事情が生じた場合は、指名・報酬協議委員会にお

ける協議を経た上で取締役会が決定し、法令に基づき解

任手続きをとります。 

 

■社外取締役・社外監査役の選任理由 

注：取締役会および監査役会の出席回数は、2019 年 3 月期のものです。 

 選任理由 

武智 順子 

 

 

 

出席回数 

取締役会 15 回/15 回 

過去において学校法人聖母被昇天学院の評議員を務めておりましたが、同法人と当社

との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同

氏は直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として培ってきた知識や経

験並びに高い法令順守の精神を有しておられ、社外取締役としての職務を適切に遂行

していただけると判断したため。 

中務 裕之 

 

 

 

出席回数 

取締役会 14 回/15 回 

過去において日本合成化学工業株式会社の社外監査役を務めておりましたが、同社と

当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありませ

ん。同氏は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士・税理士とし

ての財務及び会計に関する豊富な知識や経験に基づき、適切かつ有効な助言及び指導

をしていただけると判断したため。 

 

岩城 本臣 

 

 

 

 

出席回数 

監査役会 14 回/15 回 

2002 年９月より奥村組土木興業株式会社の社外監査役を、2008 年６月より大研医器

株式会社の社外監査役を務めておりますが、両社と当社との間には、人的関係、資本

的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、直接会社経営に関与し

た経験はありませんが、弁護士としての専門的見地及び幅広い見識を当社の経営に反

映していただき、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化を期待するものであ

り、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断したため。 

日根野 文三 

 

 

 

出席回数 

監査役会 15 回/15 回 

直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士・税理士としての財務及び

税務分野において豊富な経験と高い見識を有しておられ、当社の業務執行の監査・監

督が適切有効になされると判断したため。 
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■社外取締役及び社外監査役の独立性に関する方針 

当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性を確保し、

客観的・中立的な立場で経営陣の職務執行状況を監督又

は監視することで、経営監視の実効性が高まると考えて

おります。 

社外取締役及び社外監査役の独立性を確保するために、

東京証券取引所の定める独立役員の基準を満たし、十分

に独立性が確保できることを前提に選任しております。 

社外取締役及び社外監査役の選任状況に関しましては、

両社外取締役及び両社外監査役とも独立役員に指定して

おり、独立・公正な立場で取締役会に出席し、適宜質問

を行い、意見を述べるなど、経営の監視・監督機能を十

分に発揮しております。 

また、両社外監査役は監査役会において、内部監査室長

から内部監査の方針と実施計画や上期・下期の年２回内

部監査の結果報告を受けると共に、期初の計画策定時、

定期内部監査報告書・フォローアップ監査報告書の閲覧

時に随時相互の意見交換を行い、監査の実効性の確保と

効率性の向上を図っております。また、監査役会で定め

た監査方針に従って、取締役会等へ出席し、重要な書類

の閲覧や子会社の調査等を行っております。取締役会へ

の出席に際しては、取締役会資料を事前に入手し、必要

であると思われる議題等について補足説明を受けており

ます。

 

■役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針 

当社の役員の報酬は、①役位ごとの役割や責任の範囲に

相応しいものであること、②会社業績と連動したものであ

ること、③中長期的な企業価値向上への貢献意識を高める

ものであること、④株主との利益意識の共有を重視したも

のであること、⑤報酬決定のプロセスに透明性および客観

性が担保されていることを基本方針としております。 

以上の方針をもとに、あらかじめ株主総会で決議された報

酬総額の範囲内で、取締役については取締役会の決議によ

り、監査役については監査役の協議により、報酬額を決定

しております。取締役会で報酬を決議する際には、取締役

会のもとに設置されている、過半数が社外取締役で構成さ

れ、社外取締役が委員長を務める指名・報酬協議委員会に

おいて個別・具体的な内容について協議を行い、その協議

内容を取締役会に報告し審議することで、透明性および客

観性を確保しております。 

なお、取締役の報酬限度額は、年額 200,000 千円以内

（ただし、使用人分給与は含まない）、監査役の報酬限度額

は、年額 50,000 千円以内と定められております（2008

年 6 月 27 日開催の第 50 回定時株主総会において承認）。 

当社の取締役の報酬体系は、①役位に基づく「基本報酬」、

②短期業績に連動する「役員賞与」、③中期経営計画の業績

目標に連動する「業績連動型株式報酬」で構成されており

ます。 

「基本報酬」は、役位別に設定された金銭を毎月支給す

るものであり、その報酬水準については、指名・報酬協議

委員会において、他の上場企業の報酬水準などとの比較・

分析を行うことで、客観性を確保しております。 

「役員賞与」は、事業年度における業績結果によって、

役位別にその金額を決定し、年に一度支給するものですが、

業績指標や支給割合に関する特段の方針は定めておらず、

指名・報酬協議委員会において、総合的な観点から個別・

具体的な金額の協議を行い、その協議内容を取締役会に報

告し、取締役会において決議しております。 

社外取締役を除く取締役を対象とした「業績連動型株式

報酬」は、株価の変動による利益の一致を株主と共有する

ことで、企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目

的としたもので、中期経営計画の業績目標（連結売上高、

連結営業利益）の達成度に応じてポイントを付与し、取締

役の退任時に、付与されたポイント数に相当する数の当社

株式等を交付するものです。 

当事業年度における業績連動型株式報酬に係る指標の

目標は、連結売上高 1,014 億円、連結営業利益 35 億円で、

実績は連結売上高 1,078 億円（達成率 106.3％）、連結営

業利益 40 億円（同 112.4％）であったことから、役員株

式給付引当金として 1 千万円を繰り入れております。 

役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方

針の決定権限を有するのは取締役会ですが、役員報酬制度

や評価制度の構築・改定に係る協議や、固定報酬、業績連

動報酬の妥当性、評価結果に関する検証は、あらかじめ指

名・報酬協議委員会において協議を行っております。

 

取締役および監査役の報酬総額（2019 年 3 月期） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役員区分 

報酬等の 

総額 

（千円） 

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる 

役員の員数 

（人） 
固定報酬 

業績連動報酬 
退職慰労金 

賞与 株式報酬 

取締役 

（社外取締役を除く） 
104,924 79,228 15,500 10,196 - 5 

監査役 

（社外監査役を除く） 
13,900 13,900 - - - 1 

社外役員 

 
19,200 19,200 - - - 4 
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■政策保有株式の縮減方針 

当社は、持続的な成長に必要となる資金や原材料、商材

の安定調達など経営戦略の一環として、また、取引先との

良好な関係の維持・強化により、円滑な事業運営を図るた

めに必要と判断する企業の株式を保有しております。保有

株式につきましては、財務部門を担当する取締役が毎年、

個別の銘柄ごとに保有目的、含み損益、簿価と時価、配当

状況、取引高を評価項目として、政策保有の意義、経済合

理性など検証し、その内容を取締役会で審議しております。

政策保有の意義が不十分な株式、あるいは資本政策に合致

しない株式については縮減することを基本方針としてお

ります。 

保有株式の議決権の行使につきましては、対象となる議

案につき、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向

上に資するものであるか否か、対象会社の株主共同の利益

に資するものであるか否かなどを個別に精査し賛否を判

断しております。当社グループの企業価値および株主価値

を毀損するような議案につきましては、会社提案・株主提

案にかかわらず、議案を肯定する議決権の行使はいたしま

せん。なお、当社の株式を政策保有株式として保有する相

手先から、売却等の意向が示された場合には、当社は、そ

の売却を妨げないこととしております。

 

 

■取締役会全体の実効性についての分析 

当社では、取締役会全体の機能向上を目的として、取締

役会の実効性評価を行うこととしております。本年は４月

に取締役会メンバーに対してアンケート調査を行い、取締

役会の実効性評価を実施いたしました。 

①評価プロセス 

全取締役および全監査役に対し、「取締役会の構成・規模」

「取締役会の役割・機能・運営」「取締役会に付議される議

案」「取締役会のサポート体制」等に関するアンケートを実

施いたしました。回答は段階評価とし、各項目に対する取

締役の意見や提案を自由にコメントすることも依頼いた

しました。アンケートの結果は、社外取締役のみで構成さ

れた協議会の場で分析・検証され、5 月の取締役会におい

て結果に基づく提言が行われました。これを受けて、取締

役会では現状の評価結果および課題の共有と、今後の取り

組み事項について建設的な議論を行いました。 

②結果の概要 

本評価を通じて、当社取締役会の規模・構成・運営状況

等は概ね適切であり、経営上重要な意思決定や業務執行の

監督を行うための体制が構築されていること、取締役会に

おいては、各構成員が果たすべき役割を十分に理解し、社

外役員からは知見・経験を活かした発言がなされており、

多角的な議論が行われていること、また独立した立場にあ

る、指名・報酬協議委員会の構成・規模についても適切で

あり、指名・報酬などの重要な事項の検討にあたっては、

独立社外取締役の適切な関与や助言が得られていること

を確認いたしました。今後も、戦略的な方向性についての

議論をより深めること、またそのために役員の研鑽等を一

層充実することが望まれるという意識を共有いたしまし

た。 

③今後の対応 

本評価を通じて、当社取締役会は闊達な議論を行い、戦

略的な方向性を示す役割をより強く果たしていくこと、ま

た経営の監督機能の強化に引き続き注力していくことが

重要であるとの認識を共有いたしました。実効性評価を通

じて認識したことを踏まえて、今後も引き続き取締役会の

機能向上に努めてまいります。
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■利益分配に関する基本方針  

株主の皆様への利益配分に関しましては、配当政策を

最重要課題のひとつと捉え、下記の基本方針を適用して

います。 

①将来にわたる株主利益拡大のため、収益基盤の拡充に

取り組みます。そのための成長分野への積極的な投資に

向けて、内部留保の確保を優先します。 

②配当金につきましては、連結ベースでの配当性向 30％

程度といたします。 

また、上記の配当性向に基づく配当金が年間 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す所存

です。 

（注）計算上の銭単位端数については、50 銭刻みで繰り

上げます。 

1～49 銭の場合；50 銭、51～99 銭の場合；1円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 年 3 月期の配当につきましては、上記方針に基づ

き当期は 1株当たり 60 円の配当（うち中間配当 5円）

を実施することを決定しました。 

2020 年 3 月期の 1株当たりの年間配当金は、61 円

50 銭となる見通しです（2019 年 5 月 8日発表の予想数

値）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※持株比率は自己株式株（54,521 株）を控除して計算し

ております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株主名 
持株数 

(千株) 
持株比率 

有限会社エフアールテイ 2,168 14.93% 

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行 

株式会社（信託口） 

792 5.46% 

株式会社三菱 UFJ 銀行 707 4.88% 

古里龍一 585 4.03% 

BNYM AS AGT/CLTS  

NON TREATY JASDEC 

579 3.99% 

日本生命保険相互会社 496 3.42% 

日本ﾄﾗｽﾃｨ・ｻｰﾋﾞｽ信託銀行 

株式会社（信託口） 

428 2.95% 

古里龍平 401 2.77% 

神鋼商事株式会社 386 2.66% 

阪和興業株式会社 344 2.37% 

合計 6,891 47.46％ 

株主還元の状況/株式の状況 

■所有者別株式保有比率 2019 年 3 月末現在 ■大株主の状況 
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■会社概要（2019 年 3 月末現在） 

会社名 フルサト工業株式会社 

本社 〒540‐0024 

大阪市中央区南新町 1－2－10 

TEL 06‐6946‐9600（大代表） 

設立 1959 年 5 月 19 日 

従業員数  495 名  

決算期 3 月 31 日 

上場株式取引所 東京証券取引所 市場第一部 

証券コード 8087  

単元株式数 100 株 

発行済株式総数  14,574,366 株 

株主数 3,955 名 

資本金 52 億 32 百万円  

株主名簿管理人 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■お問い合わせ先 

フルサト工業株式会社 グループ経営企画部 

〒540‐0024 大阪市中央区南新町 1‐2‐10 

TEL: (06) 6946‐9621   

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

お問合せフォーム 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■IR情報 

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

当社は、株主・投資家の皆さまに対する適時かつ公平な

情報開示を目指し、株主・投資家情報サイトに以下の決

算関連資料や株式情報等を掲載しています。 

・決算短信 

・決算説明会資料（プレゼンテーション資料） 

・株主通信「フィギュア」 

・有価証券報告書 

・アニュアルレポート（1 年間の事業活動報告） 

・財務時系列データ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社概要 


