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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。 



2 

 

Furusato Industries, Ltd.  Annual Report 2020 

 

 

 

「FURUSATO GROUP STAND BY YOUR FUTURE」 

あなたの未来に寄り添い支える 

 

 

OUR VISION 私たちの目指す理想        
 

社会の持続可能を願い 

グループの永続的成長を責務とし 

社員がいきいきと活躍する 

 

 

OUR MISSION 私たちのやるべきこと      
 

ユニークな発想で  

多くの人の価値を生み出し 

意義の感じられる活動を 
 

 

OUR VALUE 私たちの価値観            
 

多様な個性を認め合い  

一人ひとりが安心して 

力を発揮できる環境を 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
OUR STANDARDS 私たちの判断基準      

グループ理念 

・ 自分とは異なる人や考えを認め合い、 

意見を交えることで新しい価値を生み出します。 

・ 成長を目指して常にチャレンジする意思を持ち、 

能力やスキルの取得や向上を目指します。 

・ 自分の仕事や活動が与える影響を想像し、 

より良い結果につながる工夫を考えます。 

● 法令･社会規範を守ります 

● 人権を尊重します 

● 環境･社会活動に取り組みます 

● 公平・公正を心がけます 

● リスクを避けずチャレンジする意識を 

持ちます 

● 信用を大切にします 

● 自己表現を通して成長します 
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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。 

2021 年 3 月期は、新型コロナウイルス感染

症（COVID-19）の拡大により、社会は一変し、

フルサトグループにとっても、今までにない急

激な変化への対応を迫られた 1 年でした。リモ

ートワークの推進、対面営業に代わるリモート

営業へのシフト等、形式の変化だけではなく、仕

事の本質、我々の追求する営業やサービスの本

質を見直し、バージョンアップする転換期とな

りました。 

2021 年 3 月期の連結業績は、コロナ禍で厳

しい事業環境が続き、各事業とも苦戦を強いら

れる中、セキュリティ事業において、感染防止対

策に使われるサーマルカメラの販売が好調に推

移し、収益に大きく貢献しました。その結果、予

想に対しては、売上においてはわずかに未達、利

益においては達成することができましたが、前

期比では大幅な減収減益となりました。 

フルサトグループはグループ理念に基づき、

「UNIQUE な発想による価値創造経営の推進」

を基本方針に掲げ、事業ポートフォリオ経営思

想のもとで、フィールドの異なるそれぞれの事

業における競争力強化、顧客満足の追求による

収益基盤確立、事業間シナジーによる新たなビ

ジネス創出、海外ビジネスフィールドへの再チ

ャレンジ、M&A・アライアンスによるボリュー

ム及びファンクションの獲得、資本コスト経営

推進による企業価値向上を課題としております。 

このたび、今後の安定的な成長を持続させる

ことを目的として、株式会社マルカとの経営統

合を決断いたしました。最適な価値創出のため

のプラットフォーム戦略において、両社が持つ

強みを用いることにより、各々の課題をクリア

し、さらに大きなシナジーを創出できるものと

認識しております。 

10 月 1 日には、株式移転により共同持株会社

「フルサト・マルカホールディングス」を設立し、

業界をリードする技術商社を目指してまいりま

す。 

株主の皆様におかれましては、引き続きご理

解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

 

社長メッセージ 

グループ理念 スローガン  

”STAND BY YOUR FUTURE”－あなたの未来に寄り添い支える－ 

プラットフォーム戦略により、もっとお客様に寄り添ったサービスを 

お客様とともにさらなる成長を目指します 
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「FURUSATO GROUP STAND BY YOUR FUTURE」に基づく 

“UNIQUE な発想による価値創造経営”の推進 

 

Field-1 生産性向上や収益ボリューム拡大による 

・自社工場における生産性向上 

・業務全般における生産性向上 

・新規商材やサービスの開発、販売チャンネル拡大による収益ボリュームの拡大 

 

Field-2 既存顧客の新たなニーズに向けた 

・中小企業の自動化ニーズに完全対応するための M&A やアライアンスの拡大 

・既存優良顧客層への新たなカテゴリー商材展開によるマーケットの深耕 

 

Field-3 新成長フィールド開拓のための 

・セキュリティを基点とした新たなサービス、新たなビジネスモデルの開拓 

・グループの強みを活用したグローバルマーケットへの挑戦 

 

Field-4 価値創造経営を持続的にバックアップする  

・関わる全ての人と社会の未来をサポートするグループの意志の具現化 

・事業活動を通じた SDGs の取組み設定と具体的展開の拡大 

・働きやすい職場への改革の継続とダイバーシティ＆インクルージョン 

・成長、拡大するグループ経営に相応しいガバナンス体制の構築 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

フルサトグループの価値創造と経営戦略 

 「コア事業の強化」 

 「強みの深化」 

 「新規分野の発掘・育成」 

 「ESG の取組み」 

基 本 方 針 
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事業ポートフォリオ経営 

ビジネスモデルや景気感応度等が異なる複数の事業を展開することで、リスクを分

散させ、グループ全体の収益性・安定性・成長性を確保していく経営。それぞれの

事業が現状、どのライフサイクルにあるかを見極め、より成長性の高い領域へ経営

資本を配分。また、競争優位性を失った事業の撤退を行うことなどにより、適者生

存的な事業ポートフォリオを構築する。 

 

 

フルサトグループの価値創造と経営戦略 

プラットフォーム戦略 

 

 

 

 

 

 

 

求められるプラットフォームの完成形を目指し続ける 
 

それぞれの事業におけるユーザーに

最適な価値を提供するための仕組み

をプラットフォームと定義。 

製造、建設、安全等をキーワードに、

欠けている機能、スケールを補完し

ユーザーに最適価値を提供する。 

経営資源の最適な配分による成長性の確保 

建築市場 ものづくり市場 セキュリティ市場 

優秀な人材の確保・育成 

成長性の高い事業 

M&A ／アライアンス 
安定した事業が生み出す 

キャッシュフロー 

持続可能な成長企業を目指す 

Ex.ロボット Sier 事業、セキュリティ事業 
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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

機械工具商社へ卸売 

◼ 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 Tier1 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 

 

 

セキュリティ事業（セキュリティデザイン） 

■ セキュリティ機器を警備会社やビル管理会社を中心に卸売 

■ 防犯監視システム、入退室管理サービス等の導入やクラウド型シ

ステムの提供 

 

その他（ジーネット） 

■ 海外事業、他 
 

  

工作機械事業（ジーネット） 

■ 工作機械を機械商社へ卸売 

■ 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） 

■ 建築資材類を全国の鉄骨建築業者、鉄骨系住宅メーカー、仮設ハ

ウスメーカー等へ直販 

■ 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 

■ 工場は集約化、全国倉庫付き営業所網、物流網を整備 

 

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 

 

202１年 3 月期 事業部門別概況 

P8 

P9 

P9 

P10 

P10 

P11 

P11 

P9 

P9 
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機器・工具 

セグメント 

51％ 

機械・設備 

セグメント 

16％ 

建築・配管 

セグメント 

33％ 

事業部門別決算サマリー 
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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 

2021 年 3 月期の事業別実績 

売上高 30,452 百万円（前期比-10.5%） 

 

［ポイント］ 

・ 生産稼働が低調に推移する中、下期は回復傾向 

・ 海外オリジナル商品の開発推進 

・ EC サイトでの拡販 

 

工業機器事業 

売上高  ￥45,534 百万円  営業利益  \1,461 百万円  

 



9 
 

Furusato Industries, Ltd.  Annual Report 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自動車向け機械工具事業 

住宅設備機器事業 

海外・その他 

セキュリティ事業 

売上高 4,993 百万円（前期比-26.8%） 

 

［ポイント］ 

・ 半導体需給のひっ迫による自動車減産の

影響を受け減収 

・ 自動化、省人化設備への販売強化 

売上高 5,415 百万円（前期比-3.3%） 

 

［ポイント］ 

・ 住宅着工が低調に推移する中、下期は

増収に転換 

・ 工事機能を活かしたリノベーション

案件の開拓 

 

 

売上高 4,442 百万円（前期比+59.8%） 

 

［ポイント］ 

・新型コロナウイルス感染拡大防止策に用いら

れるサーマルカメラの販売が好調 

・定額制クラウド新サービス「EeeSECURE 

FACE」の販売開始  

 

売上高 230 百万円（前期比-41.9%） 

 

事業部門別概況 
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売上高・営業利益推移 

マーケットデータ 

2021 年 3 月期の事業別実績 

工作機械事業 

機械・設備セグメント  

売上高 ￥14,320 百万円 営業利益 \305 百万円  

 

売上高 11,847 百万円（前期比-36.3%） 

 

［ポイント］ 

・工作機械事業の受注額は前期比 13.1％減少 

・期末受注残高は前期比＋2.3％増加し、 

4,845 百万円 

 

事業部門別概況 

FA システム事業 

売上高 2,472 百万円（前期比+18.0%） 

 

［ポイント］ 

・FA システム事業の受注額は前年比 31.9％減少 

・期末受注残高は前年比 50.3％減少し、 

657 百万円 
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売上高・営業利益推移 

マーケットデータ 

2021 年 3 月期の事業別実績 

建築資材事業 

売上高￥29,624 百万円 営業利益\899 百万円  

 

建築・配管資材セグ メ ント  

Ma 

 

 

売上高 22,917 百万円（前期比-15.9%） 

 

［ポイント］ 

・ 主要製品：売上減（前期比-13.3%） 

   →販売量-10.4％、単価-3.1％ 

・ 主要商品：売上減（前期比-19.6%） 

  →販売量-22.0％、単価+3.2％ 

 

事業部門別概況 

売上高 6,706 百万円（前期比-4.5%） 

 

［ポイント］ 

・ 工事の延期、中止等の影響により減収 

・ 西部コンタクトセンターのノウハウを使い業

務を効率化 

 

 

配管資材事業 
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連結財務サマリー 
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 連結財務サマリー 
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■基本方針

当社は、グループ共通の理念である『STAND BY 

YOUR FUTURE～あなたの未来に寄り添い支える

～ 』をスローガンに掲げ、持続的な成長と中長期的

な企業価値向上を目指しています。グループで展開

する各事業は、豊かで安心な社会の実現に深くかか

わっており、「グループに関わるすべての人と社会の

未来に寄り添い支える」という私たちの志をスロー

ガンで示しています。当社を含むグループ各社は、

グループ理念に基づき戦略を策定し、遂行していく

ことにより、志をひとつにした企業価値の向上を目

指します。 

社会と調和した健全な倫理観に基づく、企業利益

と社会的責任が調和した誠実な企業活動を目指す当

社において、コーポレート・ガバナンスの強化は内

部統制機能や経営監督機能を確保し、取締役会にお

ける意思決定の透明性と公正性、ならびに業務執行

の有効性・効率性を高めるものであり、ステークホ

ルダーに対して説明責任を果たす上でも不可欠なも

のとして位置付けています。 

 

 

■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なってお

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・監視等を行なって

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なってお

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。 

 

(3) 企業統治に関するその他の事項 

①内部統制システムの整備の状況 
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（基本的な考え方） 

会社業務の適法性・効率性の確保ならびにリスク

管理に努めるとともに、社会経済情勢その他の環境

の変化に応じて適宜見直しを行い、その改善・充実

を図っていくことを内部統制システムに関する基本

的な考え方としております。 

 （整備の状況） 

イ．2006 年５月の取締役会で決議しました内部統

制システム構築の基本方針（2015 年４月 一部

改定決議）に沿い、その整備を進めておりま

す。 

ロ．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款

に適合することを確保するための体制として、

企業理念、行動規範、企業行動指針、企業倫

理、社内外通報体制を記載した冊子を作成し、

グループ企業を含めた全社員に配布し啓蒙に努

めております。 

ハ．取締役及び使用人の職務の執行にかかる情報の

保存及び管理については、重要会議での議事

録、稟議書や契約書など情報等の種類ごとに、

各担当部署にて適正に保存及び管理する体制を

整えております。 

ニ．損失の危機管理に関しては、社内にあるリスク

の洗出しを行い、重要リスクについては適正な

対策を講じる体制の整備を進めております。 

ホ．取締役の職務の執行体制については、定例の取

締役会を原則月１回開催し、取締役会規定によ

り定められている事項及びその付議基準に該当

する事項はすべて取締役会に付議することを遵

守し、重要事項の決定を行なっております。 

ヘ．監査役の監査が実効的に行なわれる体制とし

て、監査役と内部監査室は監査報告書閲覧時に

随時相互の意見交換を行ない、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、

監査役と会計監査人は定期的に情報交換を行な

い、効率的かつ実効的な監査のできる体制を確

保しております。   

 

②リスク管理体制の整備の状況 

コンプライアンスの強化を経営の最重要課題の一

つと位置付けており、自社で作成したコンプライア

ンスマニュアルを社員に配布して、社内研修等を通

じて、啓蒙・強化推進を図っております。リスクマ

ネジメントについては、取締役管理本部長を委員長

とするリスク管理委員会を定期的に開催し、リスク

の洗い出し、問題点、対応策について協議し、リス

ク管理体制の推進を図っております。 

 

③子会社の業務の適正を確保するための体制 

当社は、子会社の業務の適正を確保するため、以

下の体制をとっております。 

当社は、当社が定める「関係会社管理規程」に基づ

き、子会社の経営内容を的確に把握するため、必要に

応じて関係資料等の提出を求めるとともに、子会社の

業務及び取締役の職務の執行に係る状況を定期的に取

締役会又は経営会議において報告を求めることとして

おります。 

グループ各社が定めた「リスク管理規程」に基づき、

リスク管理を担当するリスク管理委員会を設置し、グ

ループ各社のリスクマネジメントの構築、維持、改善

推進を行なっております。子会社は、各社のリスクマ

ネジメントを実施し、その状況を当社リスク管理委員

会へ報告しております。 

 

④責任限定契約の内容の概要 

当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第 427

条第１項の規定に基づき、同法第 423 条第１項の損害

賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契

約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する

額としております。 

なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締

役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行に

ついて善意でかつ重大な過失がないときに限られま

す。 

 

⑤役員等を被保険者として締結している役員等賠償責

任保険の内容の概要 

当社は、会社法第 430 条の３第１項に規定する役員

等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており

ます。保険契約の概要は次のとおりです。 

イ．当該保険契約の被保険者の範囲 

当社及び子会社であります株式会社ジーネット、岐

阜商事株式会社と株式会社セキュリティデザインの

全ての役員等（取締役、監査役、執行役員）であり

ます。 

ロ．被保険者の実質的な保険料負担割合 

全額会社負担としており、被保険者の実質的な保

険料負担はございません。 

ハ．補償の対象となる保険事故の概要 

被保険者である役員等がその職務の執行につき行

った行為（不作為を含みます。）に起因して保険期

間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされた

ことにより、被保険者が被る損害及び訴訟費用等

に対して填補します。ただし、法令違反の行為で

あることを認識して行った行為の場合等一定の免

責事由があります。 

 

⑥取締役の定数 

当社の取締役は 10 名以内とする旨定款に定めてお

ります。 
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⑦取締役の選任の決議要件 

当社は、取締役の選任決議について、議決権を

行使することができる株主の議決権の３分の１以上

を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもっ

て行う旨定款に定めております。 

また、取締役の選任決議は、累積投票によらない

ものとする旨定款に定めております。 

 

⑧中間配当の決定機関 

当社は、取締役会の決議により中間配当を実施す

ることができる旨定款に定めています。これは、株

主への機動的な利益還元を行なうことを目的とする

ものであります。 

 

⑨自己の株式の取得の決定機関 

当社は、会社法第 165 条第２項の定めにより、

取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株

式を取得することができる旨定款に定めておりま

す。これは、機動的に自己株式の取得を行なうこと

を目的とするものであります。 

 

⑩取締役及び監査役の責任免除 

当社は、取締役及び監査役の責任免除について、

会社法第 426 条第１項の規定により、任務を怠った

ことによる取締役（取締役であった者を含む。）及

び監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償

責任を、法令の限度において、取締役会の決議をも

って、免除することができる旨定款に定めておりま

す。これは、取締役及び監査役がその期待される役

割を十分に発揮できることを目的とするものであり

ます。 

 

⑪社外取締役及び社外監査役との責任限定契約 

当社は、会社法第 427 条第１項の規定により、

社外取締役及び社外監査役との間に、任務を怠った

ことによる損害賠償責任を限定する契約を締結する

ことができる旨定款に定めております。これは、社

外取締役及び社外監査役がその期待される役割を十

分に発揮できることを目的とするものであります。 

 

⑫株主総会の特別決議要件 

当社は、会社法第 309 条第２項に定める株主総

会の特別決議要件について、議決権を行使すること

ができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行な

う旨定款に定めております。これは、株主総会にお

ける特別決議の定足数を緩和することにより、株主

総会の円滑な運営を行なうことを目的とするもので

あります。
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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 

株式会社セキュリティデザイン 

代表取締役社長 

2．山下 勝弘 
専務取締役 
2016 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 

コーポレート・ガバナンス 
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８．大西 聡 
常勤監査役 
2017 年 6 月より現任 
 

重要な兼務の状況 

岐阜商事株式会社監査役 

株式会社セキュリティデザイン

監査役 

 

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 

株式会社ＳＮ食品研究所 社外監査役 

協和テクノロジィズ株式会社 社外取締役 

１０．日根野 文三 
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 

日根野公認会計士事務所代表 

国土建設株式会社 社外監査役 

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 

コーポレート・ガバナンス 
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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ない、

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

に反する行為を行なった場合、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。 
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■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、2021 年 3 月期のものです。 

 

 

■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。

 

 

 選任理由 

武智 順子 

 

 

出席回数 

取締役会 14 回/14 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/14 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 

取締役会 14 回/14 回 

監査役会 15 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、2009 年 6 月よ

り株式会社ＳＮ食品研究所の社外監査役、2015 年 11 月より協和テクノロ

ジィズの社外取締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 

取締役会 14 回/14 回 

監査役会 15 回/15 回 

2019 年 4 月より国土建設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、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。 

コーポレート・ガバナンス 
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■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ない、その協議

内容を取締役会に報告し審議することで、透明性及

び客観性を確保しています。 

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

います（2008 年 6 月 27 日開催の第 50 回定時株

主総会において承認）。 

また、社外取締役を除く取締役に対しては業績連

動型株式報酬制度（役員向け株式交付信託）を導入

しており、その限度額は、上記の報酬限度枠とは別

枠で、信託期間 3 年間について金 100,000 千円と

定められています（2017 年 6 月 28 日開催の第 59

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・分析を行なうことで、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応

じて、役位別基本報酬に 0～30%の係数（業績係数）

を乗じた金銭とし、年に一度支給するものです。業

績係数は連結営業利益計画を基に作成された社内

目標に対する達成率で決定されます。なお、急激な

業績変動が予測されるなど特別な事情が生じた場

合には、計画の達成率に係らず、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

額の協議を行ない、その結果を取締役会に報告し、

取締役会で決議することがあります。 

 「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。 

業績連動型株式報酬に係る指標は、中期経営計画

において対外公表されている「連結売上高（評価割

合 30％）」と「連結営業利益（評価割合 70％）」の

達成率であり、達成率に応じて設定された係数を、

役位別の基礎ポイントに乗じて付与するポイント数

を決定しています。なお、役付役員の基礎ポイント

換算金額は、総報酬額の 10％程度で設定されていま

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、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り中期経営計画の策定を見送ったことにより、定め

ることができませんでした。したがいまして、ポイ

ントの付与は行っておりません。 

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

て協議を行なっています。 

Web 環境も利用した当事業年度における委員会の

協議は、2020 年度に支払う役員報酬の額及び個別

の役員賞与の額に関する協議（2020 年４月 17 日、

４月 26 日）、グループ会社を含めた取締役候補者に

関する協議（2021 年１月 12 日）、2021 年度に支払

う個別の役員賞与に関する協議（2021年３月30日）、

取締役候補者、監査役候補者の指名と、経営陣幹部

候補者の指名に関する協議（2021 年４月 13 日）等

がその内容となります。 
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取締役および監査役の報酬総額（2021 年 3 月期） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※取締役の報酬等の額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれていません。 

 

 

■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。

  

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） 
94,605 85,905 8,700 - - 5 

監査役 

（社外監査役を除く） 
13,900 13,900 - - - 1 

社外役員 

 
22,800 22,800 - - - 4 

コーポレート・ガバナンス 
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■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っております。評価

の方法としましては、アンケートの実施や 2 名の

社外取締役と社長との協議において抽出された課

題点に関する取り組みを取締役会の場で意見交換

するなどにより行っております。      

これまでの実効性評価の結果からは、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、および、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

ることが確認できました。 

委員の過半を独立社外取締役で構成されてい

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。また

当社取締役会は、引き続き闊達な議論を行い、事

業ポートフォリオの更なる充実を含めた、グルー

プ全体の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、および経営の監督機能の強化

に注力していくことが重要であるとの認識を共

有しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

実効性を高めるための本事業年度の取り組み

としましては、グループの成長に伴い重要性が増

しているグループガバナンスの強化について議論

を進めてまいりました。具体的には、企業グルー

プ全体の価値向上を図る観点から、関係会社管理

規程の見直しを含めグループ内における戦略的な

権限配分のあり方についても検討を行い、グルー

プ経営において「守り」と「攻め」両面でいかにガ

バナンスを働かせるか、事業ポートフォリオをど

のように最適化するかなど、グループガバナンス

のあり方についての議論を進めております。 

今年度は、これまでの協議内容を踏まえた議論

を重ねていくことで、取締役会の実効性を高めつ

つ、グループの企業価値向上と持続的成長の実現

を目指してまいります。 
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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 

2021 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 40.5 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。 

 

株主名 

持株数 

(千株) 
持株比率 

有限会社エフアールテイ 2,753 18.97% 

株式会社三菱 UFJ 銀行 707 4.88% 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 703 4.84% 

日本生命保険相互会社 496 3.42% 

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% 

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 330 2.28% 

フルサトグループ従業員持株会 319 2.20% 

清和鋼業株式会社 292 2.02% 

合計 6,736 46.40％ 

株主還元の状況/株式の状況 

■所有者別株式保有比率 2021 年 3 月末現在 

■大株主の状況 

※持株比率は自己株式株（55,412 株）を控除して計算しております。 
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フルサトグループの価値創造の歩み 

185 166 155 166 205 223 233 223 241
152 159 170 183 213 227 229 226 234 268 272 229

6
13 25 38 46 46

34 37 41 45
51 56 60 63 68

70 70
67

484

379 364
451

533
599

641 625
507

331
415

487 487
517

552
616 594

639
687

621

517

61

46

27

39

46 47

54
54

58 58
61

67

68

49

27

44

432

545 518

620

747

841
903

920

831

537

644

736 750

823
876

948 941
988

1,078 1,046

894

01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03 09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 16/03 17/03 18/03 19/03 20/03 21/03

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

（単位：億円）

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 

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 

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 

 

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 

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 

2020 年 （株）ジーネットが日本電産シンポ（株）より

リングコーンおよびコロネット関連の国内販

売事業を譲受  

■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) 

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 

持分法非適用関連会社 
株式会社ロボットテクニカルセンター 
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■会社概要（2021 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  533 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 4,739 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・動画） 

・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 


