
  

１．平成23年3月期第１四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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代表者          （役職名） 取締役社長 （氏名）古里 龍平 
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四半期報告書提出予定日 平成22年8月6日 配当支払開始予定日 － 

四半期決算補足説明資料作成の有無：無     

四半期決算説明会開催の有無      ：無     

  （百万円未満切捨て）

（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

23年3月期第１四半期  13,869  12.5  △207  －  △127  －  △74  －

22年3月期第１四半期  12,332  △45.0  △416  －  △346  －  △254  －

  
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり 
四半期純利益 

  円 銭 円 銭 

23年3月期第１四半期  △4  82  －      

22年3月期第１四半期  △16  10  －      

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

  百万円 百万円 ％ 円 銭 

23年3月期第１四半期  41,557  27,928  67.2  1,831  79

22年3月期  42,187  28,429  67.4  1,838  27

（参考）自己資本 23年3月期第１四半期 27,928百万円 22年3月期 28,429百万円

  
年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

  円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

22年3月期  －        5 00 －      5 00  10  00

23年3月期  －      

23年3月期（予想）  5 00 －      5 00  10  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり
当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

第２四半期（累計）  30,700  19.1  140  －  265  －  250  －  16  17

通期  64,700  20.3  530  －  780  －  610  －  39  44



４．その他（詳細は、［添付資料］３ページ「２.その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規      － 社 （社名）                        、除外      － 社  （社名） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作

成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時

点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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、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。なお、業績予想

に関する事項は、[添付資料]３ページ「１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する

定性的情報」をご覧ください。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期１Ｑ 15,574,366株 22年3月期 15,574,366株

②  期末自己株式数 23年3月期１Ｑ 327,940株 22年3月期 109,240株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期１Ｑ 15,395,472株 22年3月期１Ｑ 15,802,712株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間における事業環境は、失業率が高水準であるなど厳しい状況にあったものの、景気は

自律的回復への基盤が整いつつあり、設備投資も機械設備などに下げ止まりの様相が見られました。反面、建築設

備は依然弱含みで、住宅建設も横ばいであるなど、回復が遅れている分野も存在しております。 

 このような環境の中、当社グループにおいても、製造業への機械・機器類の販売は回復基調、鉄骨建築向けの資

材販売は依然低迷と、明暗が分かれる結果となり、当第１四半期連結会計期間における売上高は、前年同期に比べ

12.5％増加し138億６千９百万円となりました。販売管理費の削減に引き続き取り組んだ結果、前年同期に比べ

6.3％減少させたものの、営業黒字化にはいたらず、２億７百万円の営業損失（前年同期は４億１千６百万円）と

なりました。経常損失は１億２千７百万円（前年同期は３億４千６百万円）、四半期純損失は７千４百万円（前年

同期は２億５千４百万円）となりました。 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」を適用し、セグメントにおける

分類を変更しております。これまでの機械工具部門を生産稼働に関係する機器類を中心とした『機器・工具事業』

と、機械設備投資に関係する大型機械類が中心の『機械・設備事業』の２つに区分し、鉄骨建築関連部材部門と鉄

骨建築関連資材部門を統合し『建築・配管資材事業』といたしました。 

  

 セグメントの状況は次の通りであります。 

（機器・工具事業） 

 当事業の環境指標として、生産稼働の状況を示す鉱工業生産指数は、全体として緩やかに上昇しておりますが伸

びは鈍化傾向にあります。中でも、自動車部品生産は先行して急激に回復しておりましたが、４月以降下落に転じ

ました。このような状況の中、当事業の売上高は前年同期に比べ27.7％増加し77億４千９百万円となりましたが、

営業損益段階では２千６百万円の損失となりました。 

  

（機械・設備事業） 

 当事業の環境指標となる機械受注統計は、船舶・電力除く民需で緩やかに回復しており、工作機械の内需受注も

リーマンショック前の水準には程遠いものの、少しずつ増加してきております。このような状況の中、当事業の売

上高は前年同期に比べ17.2％増加し18億２百万円となりましたが、５千万円の営業損失となりました。 

  

（建築・配管資材事業） 

 当事業の環境指標である、建築着工統計を基に算出した鉄骨加工量は、建築確認申請ベースの１～３月で前年同

期比16.9％減の99万トンと依然として低迷が続いております。このような状況の中、当事業の売上高は前年同期比

8.7％減の43億１千１百万円となり、営業損失は１億５千９百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（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６億３千万円減少し、415億５千７百万円と

なりました。この主な要因は、受取手形及び売掛金の減少３億５千２百万円、繰延税金資産の増加６千万円等に

より、流動資産が２億８百万円減少したこと、投資有価証券の減少３億３千７百万円等により、固定資産が４億

２千１百万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１億２千９百万円減少し、136億２千９百万円

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２億３千６百万円、賞与引当金の増加１億６千６百

万円等により、流動負債が１千３百万円増加しましたが、繰延税金負債の減少１億３百万円、役員退職慰労引当

金の減少５千７百万円等により、固定負債が１億４千２百万円減少したことによります。 

  

（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５億円減少し、279億２千８百万円となりま

した。この主な要因は、その他有価証券評価差額金の減少２億２千３百万円、自己株式の取得１億２千５百万

円、四半期純損失７千４百万円、及び剰余金の配当７千７百万円によります。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動

における資金の増加、及び投資活動と財務活動における資金の減少により、期首残高に比べ微増となり、67億７

千６百万円（前年同期は79億３千７百万円）となりました。 

 当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は、２億３千万円（前年同期は得られた資金

18億４千７百万円）となりました。これは主に仕入債務の減少額２億１千８百万円、及び役員退職慰労引当金の

減少額５千７百万円等がありましたが、売上債権の減少額３億６千１百万円、賞与引当金の増加額１億６千６百

万円等があったことによるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は、３千４百万円（前年同期は使用した資金

４千１百万円）となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出１千１百万円等によるものであり

ます。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は、１億９千５百万円（前年同期は使用した

資金４億７百万円）となりました。これは自己株式の取得による支出１億２千５百万円、及び配当金の支払額６

千９百万円によるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年５月７日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 第１四半期連結会計期間末におけるたな卸高の算出に関して、一部実地たな卸を省略し前連結会計年度末の実地

たな卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

  

② 減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、連結会計年度に係る減価償却費

の額を期間按分して算定しております。   

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適

用しております。 

 これにより、営業損失、経常損失がそれぞれ68千円増加し、税金等調整前四半期純損失が6,941千円増加してお

ります。   

２．その他の情報

フルサト工業㈱（8087）　平成23年3月期　第1四半期決算短信

- 3 -



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,913,626 6,905,754

受取手形及び売掛金 16,538,595 16,891,413

商品及び製品 2,726,092 2,681,914

仕掛品 419,905 424,446

原材料及び貯蔵品 149,415 159,548

繰延税金資産 339,214 279,199

その他 636,180 597,252

貸倒引当金 △30,790 △39,059

流動資産合計 27,692,239 27,900,470

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,694,928 2,735,859

土地 6,801,723 6,801,723

その他（純額） 428,638 454,671

有形固定資産合計 9,925,290 9,992,254

無形固定資産 106,696 115,241

投資その他の資産   

投資有価証券 2,717,646 3,054,648

前払年金費用 63,233 60,467

繰延税金資産 382,161 398,461

その他 771,993 772,720

貸倒引当金 △101,385 △106,332

投資その他の資産合計 3,833,650 4,179,965

固定資産合計 13,865,637 14,287,462

資産合計 41,557,877 42,187,932
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,869,963 11,106,372

未払法人税等 31,869 48,762

賞与引当金 575,852 409,431

役員賞与引当金 1,460 5,899

その他 704,870 600,181

流動負債合計 12,184,015 12,170,648

固定負債   

繰延税金負債 591,558 695,477

退職給付引当金 515,695 521,966

役員退職慰労引当金 － 57,999

その他 338,362 312,802

固定負債合計 1,445,616 1,588,246

負債合計 13,629,631 13,758,894

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,232,413 5,232,413

資本剰余金 6,135,350 6,135,350

利益剰余金 15,945,582 16,097,161

自己株式 △176,352 △50,754

株主資本合計 27,136,994 27,414,171

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 791,251 1,014,866

評価・換算差額等合計 791,251 1,014,866

純資産合計 27,928,246 28,429,038

負債純資産合計 41,557,877 42,187,932
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（２）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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 12,332,334 13,869,713

売上原価 10,548,792 12,015,301

売上総利益 1,783,541 1,854,411

販売費及び一般管理費 2,199,678 2,062,185

営業損失（△） △416,137 △207,774

営業外収益   

受取利息 411 274

受取配当金 18,899 20,823

仕入割引 75,175 94,482

受取賃貸料 14,058 7,863

その他 8,552 5,707

営業外収益合計 117,097 129,150

営業外費用   

支払利息 3,178 4

手形売却損 1,011 －

売上割引 37,154 45,448

賃貸収入原価 5,092 1,122

その他 729 2,555

営業外費用合計 47,166 49,131

経常損失（△） △346,205 △127,755

特別利益   

貸倒引当金戻入額 12,327 12,400

保険解約返戻金 － 37,826

特別利益合計 12,327 50,226

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,873

特別損失合計 － 6,873

税金等調整前四半期純損失（△） △333,877 △84,402

法人税、住民税及び事業税 61,021 21,567

法人税等調整額 △140,532 △31,717

法人税等合計 △79,511 △10,149

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △74,253

四半期純損失（△） △254,366 △74,253
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △333,877 △84,402

減価償却費 98,216 84,600

のれん償却額 77,688 －

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9,946 △4,438

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,460 △6,271

前払年金費用の増減額（△は増加） 40,453 △2,765

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,700 △57,999

賞与引当金の増減額（△は減少） 201,347 166,420

貸倒引当金の増減額（△は減少） △26,651 △13,216

受取利息及び受取配当金 △19,311 △21,097

支払利息 3,178 4

売上債権の増減額（△は増加） 4,980,646 361,019

たな卸資産の増減額（△は増加） 558,827 △29,502

仕入債務の増減額（△は減少） △3,269,741 △218,358

未払金の増減額（△は減少） △41,655 －

未払費用の増減額（△は減少） 39,073 35,616

長期未払金の増減額（△は減少） － 17,858

その他 △162,414 24,987

小計 2,132,072 252,455

利息及び配当金の受取額 20,527 22,131

利息の支払額 △7,861 △4

法人税等の支払額 △297,211 △43,948

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,847,527 230,634

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △46,693 △86,796

定期預金の払戻による収入 45,755 79,693

有形固定資産の取得による支出 △20,031 △11,902

有形固定資産の売却による収入 84 346

投資有価証券の取得による支出 △2,653 △2,529

貸付けによる支出 △6,880 △2,550

貸付金の回収による収入 5,263 2,622

その他 △16,127 △13,389

投資活動によるキャッシュ・フロー △41,282 △34,505

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △10,000 －

長期借入金の返済による支出 △150,000 －

自己株式の取得による支出 △166 △125,597

配当金の支払額 △247,661 △69,761

財務活動によるキャッシュ・フロー △407,828 △195,359

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,398,416 769

現金及び現金同等物の期首残高 6,539,018 6,775,764

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,937,435 6,776,533
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 該当事項はありません。  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 （注）１．事業区分は、商品及び製品の種類・性質の類似性、内部管理上採用している区分を考慮して決定しておりま

す。 

２．各事業の主な取扱商品及び製品・サービスの内容 

(1）機械工具 

 機械工具、工作機械、搬送・運搬機器、住設機器、家電・生活用品等 

(2）鉄骨建築関連資材 

 ハイテンションボルト、ボルト・ナット、溶接用品、塗装用品、鉄骨関連部品等 

(3）鉄骨建築関連部材 

 ブレース、アンカーボルト等 

(4）その他 

 各種代理店業務、リース業務及び仕入商品の販売等 

〔所在地別セグメント情報〕 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び海外支店がないため記載しておりません。 

  

〔海外売上高〕 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
機械工具 
（千円） 

鉄骨建築
関連資材 
（千円） 

鉄骨建築
関連部材 
（千円） 

その他
（千円） 

計
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結
（千円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  7,603,917 3,671,428 1,048,613 8,374  12,332,334  － 12,332,334

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 150,424 3,078 － －  153,503 (153,503) －

計  7,754,342 3,674,507 1,048,613 8,374  12,485,837 (153,503) 12,332,334

営業利益又は営業損失（△）  △349,812 128,658 △224,488 2,690  △442,951  26,814 △416,137
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〔セグメント情報〕  

１．報告セグメントの概要  

 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、

取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので

あります。 

 当社グループの構成単位は事業部門を基礎とした商品・製品・サービス別のセグメントから構成されてお

り、「機器・工具事業」、「機械・設備事業」及び「建築・配管資材事業」の３つを報告セグメントとしてお

ります。 

 「機器・工具事業」は、製造業向けの機器・工具、住宅向けの機器等の販売をしております。 

 「機械・設備事業」は、工作機械、生産ライン設備等の販売をしております。 

 「建築・配管資材事業」は、鋲螺類、金物類、溶接材料、管工機材等の販売、及びブレース、アンカーボル

ト等の製造、販売をしております。 

  

２．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  

当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リース業務、保険代理店業務等を含

んでおります。 

  

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項）  

  

４．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。 

   

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平

成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20

号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

 該当事項はありません。  

  （単位：千円）

  

報告セグメント
その他 
（注） 

合計
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  7,749,524 1,802,551 4,311,480 13,863,556  6,156 13,869,713

セグメント間の内部
売上高又は振替高  154,628 21,011 3,337 178,977  － 178,977

計  7,904,153 1,823,562 4,314,818 14,042,534  6,156 14,048,690

セグメント利益 

又は損失（△） 
 △26,745 △50,000 △159,899 △236,645  1,429 △235,216

  （単位：千円）

利益 金額   

報告セグメント計  △236,645

「その他」の区分の利益  1,429

セグメント間取引消去  29,483

たな卸資産の調整額  △2,041

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △207,774

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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