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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58期

第１四半期連結
累計期間

第59期
第１四半期連結

累計期間
第58期

会計期間
自平成27年４月１日
至平成27年６月30日

自平成28年４月１日
至平成28年６月30日

自平成27年４月１日
至平成28年３月31日

売上高 （百万円） 21,420 21,050 94,857

経常利益 （百万円） 662 445 3,854

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（百万円） 404 294 2,416

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 550 159 2,049

純資産額 （百万円） 33,598 34,524 35,024

総資産額 （百万円） 54,048 54,846 57,585

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 27.93 20.33 166.69

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 （％） 62.2 62.9 60.8

　（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。

 

２【事業の内容】

　当第１四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。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四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。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四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。

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】

　（1）業績の状況

当第１四半期連結累計期間における日本経済は、熊本地震や燃費偽装問題等により、自動車産業を中心として

製造業の一部に影響が出ましたが、全体としては緩やかな回復基調で推移しました。

製造業の稼働状況を示す鉱工業生産は総じて横ばいで推移しましたが、工作機械の内需受注は対前年同期比２

ケタ減となりました。ＳＲＣ造を含む鉄骨系構造の建築着工床面積は同１ケタ減となりました。

このような環境の中、当社グループにおいては、鉱工業生産稼働に影響を受ける機器・工具事業の工業機器事

業は横ばい、自動車向け機械工具事業は堅調に推移しましたが、機械・設備事業は期初時点での工作機械の受注

残が減少した影響を受け減収となりました。建築・配管資材事業では建築分野における未消化工事の解消が進ま

ず鉄骨建築資材事業の売上は前年同期比減となりました。

それらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、210億５千万円（前年同期比1.7％減）となりました。

営業利益は３億７千２百万円（同35.2％減）、経常利益は４億４千５百万円（同32.8％減）、親会社株主に帰属

する四半期純利益は２億９千４百万円（同27.2％減）となりました。

 

　セグメントの状況は次のとおりであります。

（機器・工具事業）

当事業の売上高は108億６千４百万円（前年同期比2.2％増）となりました。工業機器事業が同0.1％減、自動車

向け機械工具事業が同10.6％増、住宅設備機器事業が同9.1％増となったこと等によります。これらの結果、営業

利益は同22.8％増の１億９千４百万円となりました。

 

（機械・設備事業）

当事業の売上高は35億８千６百万円（前年同期比11.2％減）となりました。前年度後半からの受注減少により

期初時点の受注残の水準が低く、工作機械事業が同4.1％減、FAシステム事業が同36.0％減となりました。これら

の結果、営業利益は同60.1％減の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65億９千９百万円（前年同期比2.2％減）となりました。鉄骨建築資材事業は同3.1％減、配

管資材事業は同1.0％増となりましたが、製造原価の一時的な増加による売上総利益率の低下等により、営業利益

は同55.4％減の１億３千万円となりました。

 

　（2）財政状態の分析

（総資産）

　当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ27億３千９百万円減少し、548億４千６百万

円となりました。この主な要因は、受取手形及び売掛金の減少26億９千１百万円、電子記録債権の増加１億１千

１百万円等により流動資産が26億８百万円減少したこと、及び投資有価証券の減少１億８千９百万円等により固

定資産が１億３千万円減少したことによります。

 

（負債）

　当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ22億３千９百万円減少し、203億２千１百万円

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26億２千１百万円、電子記録債務の増加７億３千２

百万円、未払法人税等の減少４億９千３百万円、賞与引当金の増加２億４千万円等により流動負債が20億８千万

円減少したこと、及び長期借入金の減少１億円等により固定負債が１億５千８百万円減少したことによります。
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（純資産）

　当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ４億９千９百万円減少し、345億２千４百万

円となりました。この主な要因は、剰余金の配当により６億５千９百万円減少、親会社株主に帰属する四半期純

利益の計上により２億９千４百万円増加、その他有価証券評価差額金が１億３千１百万円減少したこと等により

ます。

 

　（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四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

　重要な研究開発活動はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 42,125,500

計 42,125,500

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現在
発行数（株）

（平成28年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成28年８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 14,574,366 14,574,366
東京証券取引所

市場第一部

単元株式数

100株

計 14,574,366 14,574,366 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（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】

該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（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28年４月１日～

平成28年６月30日
－ 14,574,366 － 5,232,413 － 5,975,224

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第１四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28年３月31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】

平成28年６月30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     76,300 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 14,457,400 144,574 －

単元未満株式 普通株式     40,666 － －

発行済株式総数 14,574,366 － －

総株主の議決権 － 144,574 －

　（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】

平成28年６月30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
76,300 － 76,300 0.52

計 － 76,300 － 76,300 0.52

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

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１四半期連結会計期間（平成28年４月１日から平

成28年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年６月30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。

 

EDINET提出書類

フルサト工業株式会社(E03107)

四半期報告書

 7/16



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28年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,957,827 10,934,156

受取手形及び売掛金 23,680,014 20,988,763

電子記録債権 2,094,670 2,206,086

有価証券 300,000 300,000

商品及び製品 3,702,645 3,721,942

仕掛品 473,556 403,459

原材料及び貯蔵品 123,108 125,501

繰延税金資産 321,776 359,512

その他 232,487 243,421

貸倒引当金 △30,403 △35,389

流動資産合計 41,855,683 39,247,454

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,999,469 3,917,325

土地 6,395,554 6,341,489

建設仮勘定 193,863 56,082

その他（純額） 515,566 789,036

有形固定資産合計 11,104,453 11,103,933

無形固定資産 122,387 115,277

投資その他の資産   

投資有価証券 2,767,421 2,578,203

退職給付に係る資産 461,160 484,709

その他 1,383,962 1,441,596

貸倒引当金 △109,539 △124,649

投資その他の資産合計 4,503,004 4,379,858

固定資産合計 15,729,844 15,599,069

資産合計 57,585,528 54,846,523
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 18,615,360 15,994,230

電子記録債務 507,820 1,240,760

1年内返済予定の長期借入金 160,000 180,000

未払法人税等 736,069 243,063

賞与引当金 571,008 811,662

役員賞与引当金 28,980 7,986

災害損失引当金 1,012 1,012

固定資産撤去費用引当金 100,000 100,000

その他 925,209 985,977

流動負債合計 21,645,461 19,564,692

固定負債   

長期借入金 100,000 －

繰延税金負債 605,712 548,243

退職給付に係る負債 34,845 36,890

その他 174,922 171,972

固定負債合計 915,480 757,107

負債合計 22,560,941 20,321,800

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,232,413 5,232,413

資本剰余金 5,975,224 5,975,224

利益剰余金 22,788,578 22,423,652

自己株式 △60,151 △60,235

株主資本合計 33,936,065 33,571,054

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 958,181 826,742

繰延ヘッジ損益 △1,338 △61

退職給付に係る調整累計額 131,678 126,988

その他の包括利益累計額合計 1,088,521 953,668

純資産合計 35,024,586 34,524,723

負債純資産合計 57,585,528 54,846,523
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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１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年６月30日)

売上高 21,420,098 21,050,792

売上原価 18,442,142 18,203,059

売上総利益 2,977,956 2,847,733

販売費及び一般管理費 2,403,315 2,475,520

営業利益 574,640 372,212

営業外収益   

受取利息 1,239 2,013

受取配当金 22,974 23,513

仕入割引 127,756 126,393

受取賃貸料 7,428 6,525

その他 3,559 6,817

営業外収益合計 162,958 165,263

営業外費用   

支払利息 448 219

売上割引 71,973 73,851

賃貸収入原価 609 572

その他 1,855 17,532

営業外費用合計 74,886 92,175

経常利益 662,712 445,300

特別利益   

有形固定資産売却益 － 32,669

特別利益合計 － 32,669

特別損失   

固定資産除却損 4,909 －

投資有価証券評価損 － 1,895

特別損失合計 4,909 1,895

税金等調整前四半期純利益 657,802 476,074

法人税、住民税及び事業税 291,921 214,715

法人税等調整額 △39,050 △33,373

法人税等合計 252,870 181,342

四半期純利益 404,932 294,732

親会社株主に帰属する四半期純利益 404,932 294,732
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年６月30日)

四半期純利益 404,932 294,732

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 145,007 △131,439

繰延ヘッジ損益 △491 1,277

退職給付に係る調整額 1,029 △4,690

その他の包括利益合計 145,545 △134,852

四半期包括利益 550,477 159,879

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 550,477 159,879

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第32号　平成28年６月17日）を当第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附

属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額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。

 

（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を当第

１四半期連結会計期間から適用しております。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四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１四半

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１四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日）

減価償却費 84,061千円 137,900千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年６月30日）

　配当金支払額

（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27年６月25日

定時株主総会
普通株式 601,698 41.5  平成27年３月31日  平成27年６月26日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）

　配当金支払額

（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28年６月28日

定時株主総会
普通株式 659,658 45.5  平成28年３月31日  平成28年６月29日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年６月30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

     （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 10,633,292 4,037,005 6,749,800 21,420,098 － 21,420,098

セグメント間の内部
売上高又は振替高

264,122 67,841 5,444 337,408 △337,408 －

計 10,897,415 4,104,847 6,755,244 21,757,507 △337,408 21,420,098

セグメント利益 158,247 105,862 291,990 556,100 18,540 574,640

（注）① セグメント利益の調整額18,540千円には、セグメント間取引消去22,470千円、たな卸資産の調整額△3,930千円

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

　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30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

     （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 10,864,699 3,586,618 6,599,474 21,050,792 － 21,050,792

セグメント間の内部
売上高又は振替高

630,183 94,135 8,463 732,782 △732,782 －

計 11,494,882 3,680,754 6,607,938 21,783,575 △732,782 21,050,792

セグメント利益 194,302 42,274 130,239 366,816 5,396 372,212

（注）① セグメント利益の調整額5,396千円には、セグメント間取引消去28,587千円、たな卸資産の調整額△3,638千

円、固定資産の調整額△19,552千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

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

　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。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 27円93銭 20円33銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円） 404,932 294,732

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益

金額（千円）
404,932 294,732

普通株式の期中平均株式数（千株） 14,498 14,497

（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。

 

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。

 

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

 平成28年８月１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

 

　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28年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成28年４月１日から

平成28年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年６月30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28年６月30日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第１四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

 

　（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．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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