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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73期

第２四半期
連結累計期間

第74期
第２四半期
連結累計期間

第73期

会計期間
自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日

自 平成30年４月１日
至 平成30年９月30日

自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日

売上高 (千円) 3,018,679 2,993,022 5,921,658

経常利益又は経常損失(△) (千円) 241,189 △1,567,659 △972,821

親会社株主に帰属する四半期純利益
又は親会社株主に帰属する四半期
(当期)純損失(△)

(千円) 142,772 △1,663,675 △1,402,877

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 183,278 △1,641,547 △1,327,065

純資産額 (千円) 5,798,314 2,589,625 4,288,982

総資産額 (千円) 24,292,556 22,527,610 24,310,088

１株当たり四半期純利益又は１株当
たり四半期(当期)純損失(△)

(円) 55.72 △649.27 △547.48

潜在株式調整後１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 21.8 9.0 15.4

営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) 715,329 754,291 △13,570

投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △2,850,292 △2,120,020 △6,419,326

財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) △316,696 255,538 946,765

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 5,789,226 1,644,563 2,754,754
 

 

回次
第73期

第２四半期
連結会計期間

第74期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成29年７月１日
至 平成29年９月30日

自 平成30年７月１日
至 平成30年９月30日

１株当たり四半期純利益又は１株当
たり四半期純損失(△)

(円) 19.13 △298.56
 

(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、消費税等は含まれておりません。

３．第73期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。

４．第73期及び第74期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、１

株当たり四半期(当期)純損失であり、また潜在株式が存在しないため記載しておりません。

５．当社は、「役員報酬ＢＩＰ信託」を導入しております。当該信託が所有する当社株式については、(四半期)

連結財務諸表において自己株式として計上しております。このため、１株当たり四半期純利益又は１株当た

り四半期(当期)純損失の算定上、期中平均株式数の計算において当該株式数を控除する自己株式に含めてお

ります。
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２ 【事業の内容】

当第２四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）において営まれている事業の内容

について、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

a.事業等のリスク

前連結会計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、当該有価証券報告書の提出日以後、

本書提出日現在までの間において追加すべき事項が生じております。以下の内容は当該有価証券報告書の「事業等

のリスク」を一括して掲載しており、追加箇所については下線で示しております。

なお、以下の記載内容は当社グループにおける事業上のリスクすべてを網羅しているものではありません。ま

た、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

 
　(1) 新設住宅着工戸数が業績に与える影響について

住宅関連業界である当社グループの業績は、新設住宅着工戸数に大きく影響を受けます。

当社グループの製品は、集合住宅関連の床材が中心であることから、新設住宅のうちマンションの増減に大きく影

響を受けます。新設住宅着工戸数が大幅に減少するような状況が生じた場合には、当社グループの業績及び財政状

態に影響を及ぼす可能性があります。

 

(2) 有利子負債への依存について

当社グループは、佐倉工場の建築費用を複数の金融機関からの借入金及び社債の発行により調達しており、有利

子負債への依存度が高い水準にあります。借入金及び社債の利率の大半は固定化されており、将来起こり得る金利

上昇リスクによる影響を最小限に抑えるよう努めておりますが、現行の金利水準から大幅な上昇があったときは、

当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

(3) 木質廃棄物の確保について

当社グループの主力製品であるパーティクルボードは、木質廃棄物が主たる原材料であります。本書提出日現

在、木質廃棄物の需給関係は安定しているものと判断しておりますが、他の業界において木質廃棄物の需要（燃料

としての使用等）が高まることなどを原因として、原材料の確保が困難となった場合、当社グループの業績及び財

政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

(4) 接着剤原料について

パーティクルボードの原材料となる接着剤原料は、安定した取引先より供給されておりますが、原油価格の高騰

などにより仕入価格が上昇することがあります。原価上昇分を販売価格に転嫁出来ない場合は、当社グループの業

績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

(5) 自然災害について

当社グループの主力工場である新木場リサイクリング工場は東京湾14号貯木場に、横浜チップ工場は横浜港金沢

木材埠頭にそれぞれ面しております。地震や台風など大規模な自然災害によってこれらの工場が操業停止等に陥っ

た場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(6) 法的規制等について

①　廃棄物処理法

当社グループは、パーティクルボードの原材料調達を目的に木質廃棄物を収集運搬して、木材チップに破砕

（中間処理）しております。廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）に基づく産

業廃棄物収集運搬業（ティー・ビー・ロジスティックス株式会社、ＴＢ関西物流株式会社）並びに産業廃棄物処

分業（当社、横浜エコロジー株式会社）の事業許可を各都府県知事または政令指定都市市長から取得しておりま

す。また、下記表記載以外にも収集運搬過程では道路運送車両法や自動車から排出される窒素酸化物の特定地域

における総量の削減等に関する特別措置法等、処分過程においては労働安全衛生法、環境保全やリサイクルに関

する諸法令等による規制を受けております。
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（主要な法的規制）

対象 法令等名 監督官庁 法的規制の内容

収集運搬
（積替保管含む）

廃棄物の処理及び清掃に
関する法律

環境省
産業廃棄物の収集運搬に関する許可基準、運搬
及び保管、委託契約、マニフェストに関する基
準が定められております。

中間処理
廃棄物の処理及び清掃に
関する法律

環境省
産業廃棄物の中間処理に関する許可基準、処理
及び保管、委託契約、マニフェストに関する基
準が定められております。

 

 

（主要な行政指導）

対象 監督官庁 行政指導 行政指導の概要

施設の設置及び維持
管理

各自治体
施設の設置及び維持管理
の指導要網

廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する基
準が定められております。

県外廃棄物規制 各自治体 県外廃棄物の指導要網
県外からの廃棄物の流入規制に関する基準が定
められております。

 

 

「廃棄物処理法」は、平成９年及び平成12年に大幅な改正が行われましたが、その後も平成15年以降毎年のよう

に改正され、廃棄物排出事業者責任や処理委託基準、不適正処理に対する罰則などの規制が強化されております。

特に平成22年の改正では、廃棄物排出事業者責任の強化のための規定が多数追加されたことに伴い、廃棄物排出事

業者による処理業者に対する監視も厳しくなってきております。

また、平成12年６月には「循環型社会形成推進基本法」が制定され、廃棄物を再生可能な有効資源として再利用

すべくリサイクル推進のための法律が施行されております。当社グループの事業に関係する「建設工事に係る資材

の再資源化等に関する法律」など各産業、素材別のリサイクル関係法令が整備されております。更に、環境問題に

対する世界的な関心も高まり、廃棄物の再生資源としての循環的利用、環境負荷の低減に対する社会的ニーズが高

まっております。当社グループは、法的規制の改正などは当社経営方針とマッチしており、積極的に廃棄物の再資

源化事業に投資を行ってまいりますが、今後の法的規制及び行政指導の動向によっては経営成績に影響を与える可

能性があります。

 

イ．許可の更新、範囲の変更及び新規取得について

当社グループの木材チップ製造である産業廃棄物処理業は、各都府県知事又は、政令指定都市市長の許可が必要

であり、事業許可は有効期限が５年間（優良産業廃棄物処理業者認定制度による優良認定を受けた場合は７年間）

で、事業継続には許可の更新が必要となります。また、事業範囲の変更及び他地域での事業開始、処理施設の新

設・増設に関しても許可が必要となっております。当社グループのこれらに関する申請が廃棄物処理法第十四条第

５項または第10項の基準等に適合していると認められない場合は、申請が不許可処分とされ、事業活動に重大な影

響を及ぼす可能性があります。

なお、廃棄物処理法第十四条第３項及び８項において、「更新の申請があった場合において、許可の有効期間の

満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がさ

れるまでの間は、なおその効力を有する」旨規定されております。

 

ロ．事業活動の停止および取消し要件について

廃棄物処理法には事業の許可の停止要件（廃棄物処理法第十四条の三）並びに許可の取消し要件（廃棄物処理法

第十四条の三の二）が定められております。不法投棄、マニフェスト虚偽記載等の違反行為、処理施設基準の違

反、申請者の欠格要件（廃棄物処理法第十四条第５項第２号）等に関しては事業の停止命令あるいは許可の取消し

という行政処分が下される恐れがあります。当社グループは、現在において当該要件や基準に抵触するような事由

は発生しておりませんが、万が一、当該要件や基準に抵触するようなことがあれば、事業活動に重大な影響を及ぼ

す可能性があります。
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（東京ボード工業株式会社）

取得年月 許認可等の名称 所管官庁等 許認可等の内容 許可番号 有効期限

平成３年６月14日 産業廃棄物処分業 東京都 中間処理 第01320012468号 平成37年６月13日

平成５年12月10日 産業廃棄物処分業 埼玉県 中間処理 第01120012468号 平成30年12月９日
 

（注）法令違反の要件及び主な許可停止、取消事由については以下のとおりであります。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

第十四条の三　　都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当す
るときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若し
くは他人が違反行為をすることを助けたとき。

二 その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第十四条第五項第一号又は第十項第一号に規定す
る基準に適合しなくなったとき。

三 第十四条第十一項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。

第十四条の三の二　　都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該
当するときは、その許可を取り消さなければならない。

一 第十四条第五項第二号イ（第七条第五項第四号ロ若しくはハ（第二十五条から第二十七条まで若しく
は第三十二条第一項（第二十五条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。）の規定により、又は
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限
る。）又は同号トに係るものに限る。）又は第十四条第五項第二号ロ若しくはヘに該当するに至ったと
き。

二 第十四条第五項第二号ハからホまで（同号イ（第七条第五項第四号ロ若しくはハ（第二十五条から第
二十七条までの規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑
に処せられたことによる場合に限る。）又は同号トに係るものに限る。）又は第十四条第五項第二号ロ
に係るものに限る。）に該当するに至ったとき。

三 第十四条第五項第二号ハからホまで（同号イ（第七条第五項第四号ニに係るものに限る。）に係るも
のに限る。）に該当するに至ったとき。

四 第十四条第五項第二号イ又はハからホまでのいずれかに該当するに至ったとき（前三号に該当する場
合を除く。）。

五 　　　前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
六 不正の手段により第十四条第一項若しくは第六項の許可（同条第二項又は第七項の許可の更新を含

む。）又は第十四条の二第一項の変更の許可を受けたとき。
２ 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が前条第二号又は第三号のいずれ

かに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
 

 

（横浜エコロジー株式会社）

取得年月 許認可等の名称 所管官庁等 許認可等の内容 許可番号 有効期限

平成17年11月１日 産業廃棄物処分業 横浜市 中間処理 第05620122518号 平成32年10月31日
 

（注）法令違反の要件及び主な停止、取消事由については東京ボード工業(株)の廃棄物処理業の記載内容と同様であ

ります。
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（ティー・ビー・ロジスティックス株式会社）

取得年月 許認可等の名称 所管官庁等 許認可等の内容 許可番号 有効期限

平成10年５月22日 産業廃棄物収集運搬業 東京都 収集・運搬 第1300053819号 平成34年５月21日

平成10年６月１日 産業廃棄物収集運搬業 千葉県 収集・運搬 第01200053819号 平成34年５月31日

平成10年６月16日 産業廃棄物収集運搬業 埼玉県 収集・運搬 第01107053819号 平成34年６月15日

平成12年５月11日 産業廃棄物収集運搬業 神奈川県 収集・運搬 第01402053819号 平成36年５月10日

平成10年６月１日 産業廃棄物収集運搬業 茨城県 収集・運搬 第00801053819号 平成34年５月31日

平成10年８月17日 産業廃棄物収集運搬業 栃木県 収集・運搬 第00900053819号 平成34年８月16日

平成11年３月26日 産業廃棄物収集運搬業 山梨県 収集・運搬 第01900053819号 平成35年３月25日

平成12年１月４日 産業廃棄物収集運搬業 群馬県 収集・運搬 第01000053819号 平成36年１月３日

平成12年５月９日 産業廃棄物収集運搬業 静岡県 収集・運搬 第02201053819号 平成34年５月８日

平成13年２月27日 産業廃棄物収集運搬業 長野県 収集・運搬 第2009053819号 平成37年２月26日

平成23年10月20日 産業廃棄物収集運搬業 岩手県 収集・運搬 第00300053819号 平成35年10月19日

平成23年10月25日 産業廃棄物収集運搬業 宮城県 収集・運搬 第00400053819号 平成35年10月24日

平成29年12月15日
特別管理産業廃棄物収
集運搬業

東京都 収集・運搬 第1350053819号 平成34年12月14日

平成29年12月19日
特別管理産業廃棄物収
集運搬業

千葉県 収集・運搬 第01250053819号 平成34年12月18日

平成29年12月20日
特別管理産業廃棄物収
集運搬業

神奈川県 収集・運搬 第01450053819号 平成34年12月19日
 

（注）法令違反の要件及び主な停止、取消事由については東京ボード工業(株)の廃棄物処理業の記載内容と同様であ

ります。

　

（ＴＢ関西物流株式会社）

取得年月 許認可等の名称 所管官庁等 許認可等の内容 許可番号 有効期限

平成19年４月16日 産業廃棄物収集運搬業 東京都 収集・運搬 第01300134402号 平成34年４月15日

平成19年４月25日 産業廃棄物収集運搬業 大阪府 収集・運搬 第02700134402号 平成34年４月24日

平成19年６月26日 産業廃棄物収集運搬業 滋賀県 収集・運搬 第02500134402号 平成34年６月25日

平成19年７月17日 産業廃棄物収集運搬業 兵庫県 収集・運搬 第02801134402号 平成34年７月16日

平成19年８月15日 産業廃棄物収集運搬業 京都府 収集・運搬 第02600134402号 平成34年８月14日

平成19年９月10日 産業廃棄物収集運搬業 奈良県 収集・運搬 第02901134402号 平成34年９月９日

平成19年10月23日 産業廃棄物収集運搬業 奈良市 収集・運搬 第10210134402号 平成34年10月22日

平成22年10月８日 産業廃棄物収集運搬業 愛知県 収集・運搬 第02300134402号 平成32年10月７日

平成24年４月26日 産業廃棄物収集運搬業 神奈川県 収集・運搬 第01407134402号 平成34年４月25日

平成24年６月５日 産業廃棄物収集運搬業 和歌山県 収集・運搬 第03000134402号 平成34年６月４日
 

（注）法令違反の要件及び主な停止、取消事由については東京ボード工業(株)の廃棄物処理業の記載内容と同様であ

ります。

　

②　ＪＩＳマーク認証

当社グループの主要製品は日本工業規格のＪＩＳマーク認証を受けており、登録認証機関による３年毎の定期

審査も継続的に実施されております。しかしながら、当該審査の結果、品質や性能または品質管理体制などに重

大な不良または不備などがあった場合には、ＪＩＳマーク認証が取り消され、当社グループの業績に影響を及ぼ

す可能性があります。また、開発中の新製品について、ＪＩＳマーク認証を予定した時期までに受けられない場

合、市場投入が遅れ当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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（8）特定の取引先への依存について

当社グループの平成30年３月期の売上高に占める上位３社であるＳＭＢ建材株式会社、伊藤忠建材株式会社及

び双日建材株式会社を併せた売上高比率は46.9％であります。

ＳＭＢ建材株式会社、伊藤忠建材株式会社及び双日建材株式会社は建材を扱う商社であり、各社とは円滑な取

引を継続しておりますが、取引先の個別の事情や最終ユーザーであるゼネコンなどの事情により、取引条件の悪

化や取引関係の解消または契約内容の大幅な変更等が生じる場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響

を及ぼす可能性があります。

　

（9）特定の仕入先への依存度が高いことについて

当社グループは、業務効率等の観点から、接着剤原料について特定の仕入先に取引を集中させており、東北接

着剤株式会社からの仕入高は、平成30年３月期において837,517千円であり、その割合は、当社グループ全体の仕

入高の58.1％となっております。

当社グループは同社との間で締結した取引基本契約書に基づき接着剤原料を仕入れておりますが、同社との契

約が、期間満了、更新拒絶、解除その他の理由で終了した場合においても、当社グループがメーカーへ直接発注

を行うことが可能であり、当社グループの業務に支障が生じる可能性は低いと考えております。

ただし、何らかの理由により、当社グループが同社からの仕入が出来なくなるような事態が生じた場合には、

一時的に当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 
（10）佐倉工場への追加投資の必要性について

本書提出日現在、佐倉工場についてはフル生産に向けて稼働はしているものの、当初計画に対し、追加の設備

投資と時間が必要な状況となっております。追加の設備投資に係る資金が調達できなかった場合、当社グループ

の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 
b.継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況

当社グループは平成30年３月期に営業損失877,164千円、経常損失972,821千円、親会社株主に帰属する四半期純

損失1,402,877千円を計上しており、当第２四半期連結累計期間におきましても営業損失1,512,172千円、経常損失

1,567,659千円、親会社株主に帰属する四半期純損失1,663,675千円を計上しており、継続企業の前提に重要な疑義

を生じさせるような事象または状況が存在しているものと認識しております。しかしながら、本書「２〔経営者に

よる財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析〕(3)継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよう

な事象または状況を解消するための対応等」に記載のとおり、当連結会計期間内における資金の状況に懸念はな

く、当該事象を解消するための対応策を推進することにより、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められ

ないものと判断しております。
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２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 財政状態及び経営成績の状況

　① 経営成績の状況

当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、米国と中国との貿易摩擦の懸念などにより、先行きに不透明

感はあるものの個人消費や企業の設備投資などでは、緩やかな回復基調を持続しております。

　なお、当第２四半期連結累計期間における８月の新設住宅着工戸数は、持家、貸家及び分譲住宅いずれも増加と

なり、全体では前年同月比で1.6％の増加となりました。しかしながら、増加と減少を繰り返す状況であることか

ら、引き続き今後の動向をしっかりと注視する必要があるものとなっております。

このような経営環境のもと、当社グループでは、床板を中心とした製造から構造材を中心とする幅広い商品戦略

を展開するため、最新鋭のパーティクルボード製造設備を有する佐倉工場を千葉県佐倉市に建築いたしました。

　当第２四半期連結累計期間の業績は、新木場リサイクリング工場の稼働、素板及び加工品の販売は堅調に推移し

たものの、佐倉工場の第２期工事と追加工事に遅れが生じ、生産計画に支障をきたしたことから、売上高は

2,993,022千円（前年同期比0.8％減）となりました。また、佐倉工場に関連する減価償却が始まったことにより売

上原価が上昇し、営業損失は1,512,172千円（前年同期は営業利益280,349千円）、経常損失は1,567,659千円（前年

同期は経常利益241,189千円）となり、親会社株主に帰属する四半期純損失は1,663,675千円（前年同期は親会社株

主に帰属する四半期純利益142,772千円）となりました。

 

セグメント別の業績は、次のとおりであります。

a. 木材環境ソリューション事業

主力製品であるマンション用床材を中心としたパーティクルボードの販売は、佐倉工場の生産に遅れが生じ

たことなどにより、売上高は2,777,711千円（前年同期比0.9％減）となりました。また、売上高の減少にとも

ない、セグメント損失（営業損失）は1,520,044千円（前年同期は営業利益288,623千円）となりました。

　

b. ファシリティ事業

テナントの稼働が堅調に推移し、売上高は215,310千円（前年同期比0.3％減）となりました。また、セグメ

ント利益（営業利益）は、104,982千円（前年同期比4.0％増）となりました。

 
　② 財政状態の分析

（資産の部）

当第２四半期連結会計期間における資産の残高は22,527,610千円となり、前連結会計年度末に比べ1,782,477千円

減少いたしました。短期借入金900,000千円の返済により現金及び預金が1,110,191千円減少し、佐倉工場における

減価償却により機械装置及び運搬具が783,746千円減少したことなどが主たる要因であります。

　

（負債の部）

当第２四半期連結会計期間における負債の残高は19,937,985千円となり、前連結会計年度末に比べ83,120千円減

少いたしました。主として、短期借入金900,000千円及び未払金が728,554千円減少し、長期借入金が907,585千円増

加したことによるものであります。

　

（純資産の部）

当第２四半期連結会計期間における純資産の残高は2,589,625千円となり、前連結会計年度末に比べ1,699,356千

円減少いたしました。親会社株主に帰属する四半期純損失1,663,675千円の計上が主たる要因であります。
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(2) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の四半期期末残高は、前

連結会計年度末に比べ1,110,191千円減少し、1,644,563千円（前年同期比4,144,663千円減）となりました。

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は754,291千円（前年同期比38,961千円増）とな

りました。これは主として、税金等調整前四半期純損失1,583,627千円及び減価償却費1,490,433千円を計上した

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２四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は2,120,020千円（前年同期比730,271千円支出

減）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2,122,910千円を計上したことによるもので

あります。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金は255,538千円の増加（前年同期は316,696千円の資金

の減少）となりました。これは主として、長期借入れによる収入1,673,540千円、短期借入金の返済による支出

900,000千円、長期借入金の返済による支出422,195千円及び社債の償還による支出38,000千円を計上したことに

よるものであります。

 

(3) 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況を解消するための対応等

当社は、「１〔事業等のリスク〕b.継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況」におい

て、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況が存在しているものと認識しております。

これらは、佐倉工場の生産計画の未達が主たる要因でありますが、安定的な生産に向けて追加の設備投資と必要

な資金の確保のためエクイティに頼らない資産売却スキームを組み立て終えており、借入金による調達とあわせ

て当連結会計期間内の実施を予定しており、当面は事業活動の継続性に懸念はなく、継続企業の前提に関する重

要な不確実性は認められないものと判断しております。

　

(4) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は4,968千円であります。

　

 
３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四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。
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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 13,120,000

計 13,120,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成30年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成30年11月13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 3,660,369 3,660,369
東京証券取引所
(市場第二部)

単元株式数は100株でありま
す。

計 3,660,369 3,660,369 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
② 【その他の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) 【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30年７月１日～
平成30年９月30日

- 3,660,369 - 221,000 - 19,956
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(5) 【大株主の状況】

  平成30年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数の
割合(％)

井上　弘之 東京都杉並区 744,543 27.84

セイホク株式会社 東京都文京区本郷１丁目25番５号 270,000 10.09

Ｔ・Ｂ・Ｈ株式会社 東京都中野区南台３丁目31番15号  235,535 8.80

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社

東京都港区浜松町２丁目11番３号 111,486 4.16

ＪＫホールディングス株式会社 東京都江東区新木場１丁目７番22号 78,070 2.91

東京ボード工業従業員持株会 東京都江東区新木場１丁目７番22号 66,650 2.49

吉野石膏株式会社 東京都千代田区丸の内３丁目３番１号 58,900 2.20

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町１丁目５番５号 50,000 1.86

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 50,000 1.86

高橋　新 大阪府門真市 47,800 1.78

計 － 1,712,984 64.06
 

(注) １．上記のほか当社所有の自己株式986,492株があります。

２．所有者株式数の割合は、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。

３．日本マスタートラスト信託銀行株式会社名義の株式111,486株（議決権比率4.16%）は、日本マスタートラス

ト信託銀行株式会社が保有する当社株式を取締役の株式報酬信託として信託設定したものであり、議決権に

ついては、日本マスタートラスト信託銀行株式会社が指図権を留保しております。なお、日本マスタートラ

スト信託銀行株式会社は、上記のほか33,800株（議決権比率1.26%）の当社株式を保有しております。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成30年９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)
（自己保有株式）
普通株式 ― ―

986,400

完全議決権株式(その他)
普通株式

26,730 ―
2,673,000

単元未満株式
普通株式

― １単元（100株）未満の株式
969

発行済株式総数 3,660,369 ― ―

総株主の議決権 ― 26,730 ―
 

(注) １．「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社が保有する当社株

式111,400株（議決権の数1,114個）が含まれております。

２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式92株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

  平成30年９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(％)

（自己保有株式） 東京都江東区新木場二丁
目11番１号

986,492 - 986,492 26.95
東京ボード工業株式会社

計 ― 986,492 - 986,492 26.95
 

(注)　日本マスタートラスト信託銀行株式会社が保有する当社株式111,486株は、上記には含まれておりません。
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２ 【役員の状況】

平成30年６月20日開催の第73期定時株主総会において、新任取締役の選任議案の決議を受け、新たに下記の取締役を

選任しております。

　（１）新任役員

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数

取締役 － 大矢宣之 昭和30年11月10日

昭和55年４月 丸紅株式会社 入社

平成12年４月 丸紅インドネシア会社 赴任

平成18年４月 丸紅建材株式会社 出向

平成19年４月 同社製品貿易部長兼上海事務所長 就任

平成20年７月 同社人事総務部長 就任

平成22年４月 同社執行役員人事総務部長 就任

平成23年７月 同社取締役人事総務部長 就任

平成26年４月 同社転籍

平成28年４月 当社顧問 就任

平成30年６月 当社取締役 就任(現任)

（注） －

 

　（注）任期は、平成30年６月20日開催の第73期定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に関する第74期定時株

主総会終結の時までであります。

 
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性９名　女性０名（役員のうち女性の比率０％）　
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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２四半期連結会計期間(平成30年７月１日から平成

30年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成30年４月１日から平成30年９月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、赤坂有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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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30年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成30年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 2,754,754 1,644,563

  受取手形及び売掛金 *1  1,404,895 *1  1,606,401

  商品及び製品 164,382 250,742

  仕掛品 104,340 98,554

  原材料及び貯蔵品 144,482 147,423

  その他 1,022,473 92,733

  貸倒引当金 △1,211 △1,321

  流動資産合計 5,594,117 3,839,096

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 5,441,304 5,419,071

    減価償却累計額 △2,523,882 △2,570,288

    建物及び構築物（純額） 2,917,422 2,848,783

   機械装置及び運搬具 16,863,981 16,841,059

    減価償却累計額 △8,191,281 △8,952,105

    機械装置及び運搬具（純額） 8,672,700 7,888,954

   土地 6,604,515 6,604,515

   建設仮勘定 172,925 998,929

   その他 199,853 227,343

    減価償却累計額 △159,914 △167,570

    その他（純額） 39,938 59,772

   有形固定資産合計 18,407,501 18,400,954

  無形固定資産 42,841 35,170

  投資その他の資産   

   投資有価証券 86,751 72,904

   長期貸付金 3,751 3,216

   破産更生債権等 4,591 8,531

   繰延税金資産 12,756 16,981

   敷金及び保証金 104,347 105,330

   その他 58,420 54,355

   貸倒引当金 △4,991 △8,931

   投資その他の資産合計 265,627 252,388

  固定資産合計 18,715,970 18,688,513

 資産合計 24,310,088 22,527,610
 

 

EDINET提出書類

東京ボード工業株式会社(E31123)

四半期報告書

16/27



 

           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成30年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 *1  734,461 *1  836,924

  短期借入金 900,000 -

  1年内償還予定の社債 226,000 383,500

  1年内返済予定の長期借入金 1,019,464 1,369,684

  未払金 1,491,627 763,073

  未払法人税等 53,207 56,644

  賞与引当金 64,903 89,090

  固定資産撤去費用引当金 55,518 -

  その他 232,614 482,314

  流動負債合計 4,777,796 3,981,231

 固定負債   

  社債 2,605,000 2,409,500

  長期借入金 10,351,996 11,259,581

  繰延税金負債 1,346,845 1,337,292

  役員報酬BIP信託引当金 108,691 108,691

  退職給付に係る負債 241,345 251,593

  受入敷金保証金 321,835 321,835

  資産除去債務 265,025 265,689

  その他 2,571 2,571

  固定負債合計 15,243,309 15,956,753

 負債合計 20,021,105 19,937,985

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 221,000 221,000

  資本剰余金 114,201 114,514

  利益剰余金 4,839,745 3,123,159

  自己株式 △1,450,492 △1,450,805

  株主資本合計 3,724,454 2,007,868

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 27,116 17,509

  その他の包括利益累計額合計 27,116 17,509

 非支配株主持分 537,411 564,246

 純資産合計 4,288,982 2,589,625

負債純資産合計 24,310,088 22,527,610
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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２四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年９月30日)

売上高 3,018,679 2,993,022

売上原価 1,970,467 3,765,336

売上総利益又は売上総損失（△） 1,048,211 △772,313

販売費及び一般管理費   

 給料及び手当 222,774 202,180

 賞与引当金繰入額 43,609 36,572

 退職給付費用 6,407 4,981

 役員報酬BIP信託引当金繰入額 22,406 -

 支払手数料 74,221 70,074

 その他 398,443 426,049

 販売費及び一般管理費合計 767,861 739,858

営業利益又は営業損失（△） 280,349 △1,512,172

営業外収益   

 受取利息 50 34

 受取配当金 1,999 2,139

 受取家賃 744 1,189

 受取保険金 1,176 308

 助成金収入 15,041 14,117

 その他 2,819 6,689

 営業外収益合計 21,831 24,480

営業外費用   

 支払利息 50,249 57,067

 社債利息 2,710 2,680

 資金調達費用 - 6,459

 その他 8,030 13,760

 営業外費用合計 60,990 79,968

経常利益又は経常損失（△） 241,189 △1,567,659

特別利益   

 固定資産売却益 2,218 2,343

 特別利益合計 2,218 2,343

特別損失   

 固定資産売却損 25 -

 固定資産除却損 32 18,311

 特別損失合計 57 18,311

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

243,350 △1,583,627

法人税、住民税及び事業税 75,761 57,850

法人税等調整額 △9,419 △9,538

法人税等合計 66,342 48,312

四半期純利益又は四半期純損失（△） 177,008 △1,631,940

非支配株主に帰属する四半期純利益 34,235 31,735

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

142,772 △1,663,675
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 177,008 △1,631,940

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 6,269 △9,606

 その他の包括利益合計 6,269 △9,606

四半期包括利益 183,278 △1,641,547

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 149,042 △1,673,282

 非支配株主に係る四半期包括利益 34,235 31,735
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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２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年９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利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

243,350 △1,583,627

 減価償却費 196,569 1,490,433

 賞与引当金の増減額（△は減少） 20,608 24,187

 役員報酬BIP信託引当金の増減額（△は減少） 22,406 -

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 9,485 10,247

 受取利息及び受取配当金 △2,050 △2,174

 支払利息 52,960 59,748

 受取保険金 △1,176 △308

 固定資産売却損益（△は益） △2,192 △2,343

 固定資産除却損 32 18,311

 売上債権の増減額（△は増加） 173,859 △201,505

 たな卸資産の増減額（△は増加） 66,290 △83,514

 仕入債務の増減額（△は減少） 71,503 102,463

 資金調達費用 - 6,459

 助成金収入 △15,041 △14,117

 その他 15,614 1,011,423

 小計 852,220 835,682

 利息及び配当金の受取額 1,670 1,774

 利息の支払額 △29,008 △58,892

 助成金の受取額 - 14,117

 保険金の受取額 1,176 308

 法人税等の支払額及び還付額（△は支払） △110,729 △38,700

 営業活動によるキャッシュ・フロー 715,329 754,291

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △2,845,282 △2,122,910

 有形固定資産の売却による収入 2,230 3,172

 その他 △7,239 △282

 投資活動によるキャッシュ・フロー △2,850,292 △2,120,020

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の返済による支出 - △900,000

 長期借入れによる収入 - 1,673,540

 長期借入金の返済による支出 △221,010 △422,195

 社債の発行による収入 - -

 社債の償還による支出 △38,000 △38,000

 配当金の支払額 △52,786 △52,906

 非支配株主への配当金の支払額 △4,900 △4,900

 財務活動によるキャッシュ・フロー △316,696 255,538

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,451,659 △1,110,191

現金及び現金同等物の期首残高 8,240,886 2,754,754

現金及び現金同等物の四半期末残高 ＊2  5,789,226 ＊2  1,644,563
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【注記事項】

（継続企業の前提に関する事項）

該当事項はありません。

 

（会計方針の変更）

　　　該当事項はありません。

 
（追加情報）

（役員に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

当社は、取締役の中長期に継続した業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的に、業績

連動型株式報酬制度として「役員報酬ＢＩＰ信託」を導入しております。

　当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実

務上の取扱い」（実務対応報告第30号 平成27年３月26日）に準じております。

　当該信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に

自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当第２四半期連結累計期間168,342

千円及び111,486株であります。

 
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を当第１四半

期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は

固定負債の区分に表示しております。

 
（四半期連結貸借対照表関係）

※１ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当第２四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形

が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

 

 
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成30年９月30日)

受取手形 14,856 千円 8,796 千円

支払手形 78,492 〃 70,088 〃

その他(設備支払手形) - 〃 723 〃
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のと

おりであります。

　

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
至　平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成30年４月１日
至　平成30年９月30日)

現金及び預金 5,789,226 千円 1,644,563 千円

預入期間が３か月を超える定期預金 - 〃 - 〃

現金及び現金同等物 5,789,226 千円 1,644,563 千円
 

 

（株主資本等関係）

前第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日)

１  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29年６月20日
定時株主総会

普通株式 52,910 20.00 平成29年３月31日 平成29年６月21日 利益剰余金
 

(注) 平成29年６月20日定時株主総会決議による配当金の総額には、役員報酬BIP信託口が所有する当社株式（自己株

式）83,086株に対する配当金1,661千円が含まれております。

 

２  基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

 
当第２四半期連結累計期間(自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30日)

１  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30年６月20日
定時株主総会

普通株式 52,909 20.00 平成30年３月31日 平成30年６月21日 利益剰余金
 

(注) 平成30年６月20日定時株主総会決議による配当金の総額には、役員報酬BIP信託口が所有する当社株式（自己株

式）83,086株に対する配当金1,661千円が含まれております。

 

２  基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

東京ボード工業株式会社(E31123)

四半期報告書

22/27



（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９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)

木材環境
ソリューション

事業

ファシリティ
事業

合計

売上高      

  外部顧客への売上高 2,802,806 215,872 3,018,679 - 3,018,679

 セグメント間の内部
 売上高又は振替高

- - - - -

計 2,802,806 215,872 3,018,679 - 3,018,679

セグメント利益 288,623 100,964 389,588 △109,238 280,349
 

(注) １．セグメント利益の調整額△109,238千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社

費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

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。

 
当第２四半期連結累計期間(自 平成30年４月１日 至 平成30年９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)

木材環境
ソリューション

事業

ファシリティ
事業

合計

売上高      

  外部顧客への売上高 2,777,711 215,310 2,993,022 - 2,993,022

 セグメント間の内部
 売上高又は振替高

- - - - -

計 2,777,711 215,310 2,993,022 - 2,993,022

セグメント利益又はセグメン
ト損失（△）

△1,520,044 104,982 △1,415,062 △97,110 △1,512,172
 

(注) １．セグメント利益の調整額△97,110千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費

用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年９月30日)

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失
(△)

55 円 72 銭 △649 円 27 銭

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に
帰属する四半期純損失(△)(千円)

142,772 △1,663,675

 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
額又は普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純
損失(△)(千円)

142,772 △1,663,675

 普通株式の期中平均株式数(株) 2,562,458 2,562,391

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結
会計年度末から重要な変動があったものの概要

― ―

 

(注) １．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり四半期純利益又

は１株当たり四半期純損失の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

なお、１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株

式数は前第２四半期連結累計期間83,086株、当第２四半期連結累計期間88,207株であります。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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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30年11月13日

東京ボード工業株式会社

取締役会  御中

　

赤坂有限責任監査法人
 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 池　　田   　   勉 印

 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 荒　　川   和　　也 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」に掲げられている東京ボード工業

株式会社の平成30年４月１日から平成31年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平成30年７月１日か

ら平成30年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成30年４月１日から平成30年９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、四半期連結キャッ

シュ・フロー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、東京ボード工業株式会社及び連結子会社の平成30年９月30日現在

の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表

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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