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(百万円未満切捨て)

１．平成27年３月期第３四半期の連結業績（平成26年４月１日～平成26年12月31日）

（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 ％

27年３月期第３四半期 4,614 ― 648 ― 610 ― 484 ―

26年３月期第３四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

(注) 包括利益 27年３月期第３四半期 531 百万円 ( ―％) 26年３月期第３四半期 ― 百万円 ( ―％)
　

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

27年３月期第３四半期 196.78 ―

26年３月期第３四半期 ― ―
（注１）当社は、平成26年３月期第３四半期においては、四半期連結財務諸表を作成していないため、平成26年３月

期第３四半期の数値及び平成27年３月期第３四半期増減率の記載をしておりません。

（注２）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）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

27年３月期第３四半期 11,676 4,822 38.4

26年３月期 11,068 4,124 34.6

(参考) 自己資本 27年３月期第３四半期 4,484百万円 26年３月期 3,827百万円
　

２．配当の状況

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

26年３月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00

27年３月期 ― 0.00 ―

27年３月期(予想) ― ―
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

平成27年３月期の期末配当予想については未定としております。

　

３．平成27年３月期の連結業績予想（平成26年４月１日～平成27年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

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

通期 6,398 8.3 746 △12.1 721 △11.2 497 △12.5 202.36
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

　 新規 ―社 (社名) 、除外 ―社 (社名)

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 27年３月期３Ｑ 3,660,369株 26年３月期 3,660,369株

② 期末自己株式数 27年３月期３Ｑ 1,100,025株 26年３月期 1,200,000株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年３月期３Ｑ 2,463,269株 26年３月期３Ｑ ―株

（注）当社は、平成26年３月期第３四半期においては、四半期連結財務諸表を作成していないため、「期中平均株式数

（四半期累計）」の記載をしておりません。

　

※ 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連結財務諸表に対する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、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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意

事項等については、添付資料２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想などの将来予測情報

に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動による影響も見

られるものの、円安・株高を背景として景気は緩やかな回復基調が続いております。

住宅市場においても、消費税率引き上げの影響を受けており、当第３四半期連結累計期間の新設住宅着工戸数は

前年同期比で減少しております。また、建設労働者不足による工期の遅れや労務費の上昇の常態化により、依然と

して厳しい状況で推移しております。

このような経営環境のもとで、当社グループは市場ニーズに合致した製品開発とサービス向上を図り、積極的な

販売活動を推進してまいりました。その結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、建設現場の工期遅れ等により、

売上高は4,614,491千円となりました。また、接着剤原料や光熱費などのコスト上昇に対応するため、仕様の見直し

及び製造コスト削減に努めた結果、営業利益は648,010千円、経常利益は610,563千円、四半期純利益484,725千円と

なりました。

（２）財政状態に関する説明

　 （資産の部）

当第３四半期連結会計期間における資産の残高は11,676,295千円となり、前連結会計年度末に比べ607,903千円増

加いたしました。受取手形及び売掛金が406,051千円増加、建設仮勘定が201,340千円増加したことが主たる要因で

あります。

　 （負債の部）

当第３四半期連結会計期間における負債の残高は6,854,050千円となり、前連結会計年度末に比べ89,544千円減少

いたしました。支払手形及び買掛金が42,866千円増加、未払金が40,512千円増加したものの、長期借入金が211,810

千円減少したことが主たる要因であります。

　 （純資産の部）

当第３四半期連結会計期間における純資産の残高は4,822,245千円となり、前連結会計年度末に比べ697,447千円

増加いたしました。四半期純利益の計上が主たる要因であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、平成26年12月25日に公表しました平成27年３月期通期の予想数値から変更はあり

ません。

なお、連結業績予想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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２．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,677,822 1,798,284

受取手形及び売掛金 1,456,403 1,862,455

商品及び製品 247,695 261,428

仕掛品 68,994 69,971

原材料及び貯蔵品 94,566 102,360

その他 238,654 225,157

貸倒引当金 △910 △959

流動資産合計 3,783,226 4,318,698

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,181,664 3,209,748

減価償却累計額 △2,264,784 △2,309,171

建物及び構築物（純額） 916,879 900,576

機械装置及び運搬具 7,644,872 7,692,430

減価償却累計額 △6,995,893 △7,164,492

機械装置及び運搬具（純額） 648,978 527,937

土地 5,438,401 5,461,215

建設仮勘定 9,234 210,575

その他 132,823 136,407

減価償却累計額 △119,094 △123,124

その他（純額） 13,728 13,283

有形固定資産合計 7,027,223 7,113,588

無形固定資産

無形固定資産合計 31,313 25,532

投資その他の資産

投資有価証券 66,652 67,914

敷金及び保証金 95,525 95,525

その他 78,851 69,435

貸倒引当金 △14,400 △14,400

投資その他の資産合計 226,629 218,475

固定資産合計 7,285,165 7,357,596

資産合計 11,068,392 11,676,295

決算短信 （宝印刷）  2015年02月12日 08時01分 5ページ （Tess 1.40 20131220_01）



東京ボード工業株式会社(7815) 平成27年３月期 第３四半期決算短信

－ 4 －

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 734,127 776,994

1年内償還予定の社債 76,000 76,000

1年内返済予定の長期借入金 374,420 395,520

未払金 180,990 221,503

未払法人税等 75,457 13,892

賞与引当金 45,747 44,365

その他 158,549 266,211

流動負債合計 1,645,292 1,794,487

固定負債

社債 434,000 396,000

長期借入金 2,354,320 2,142,510

繰延税金負債 1,502,876 1,506,374

役員退職慰労引当金 232,667 237,776

退職給付に係る負債 181,650 193,819

受入敷金保証金 334,220 322,488

資産除去債務 258,567 260,595

固定負債合計 5,298,301 5,059,563

負債合計 6,943,594 6,854,050

純資産の部

株主資本

資本金 221,000 221,000

資本剰余金 19,956 90,516

利益剰余金 5,134,262 5,589,463

自己株式 △1,560,000 △1,430,035

株主資本合計 3,815,218 4,470,944

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 12,750 13,562

その他の包括利益累計額合計 12,750 13,562

少数株主持分 296,828 337,738

純資産合計 4,124,797 4,822,245

負債純資産合計 11,068,392 11,676,295
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

売上高 4,614,491

売上原価 2,903,273

売上総利益 1,711,218

販売費及び一般管理費 1,063,207

営業利益 648,010

営業外収益

受取利息 192

受取配当金 2,973

受取保険金 8,337

その他 9,749

営業外収益合計 21,253

営業外費用

支払利息 23,878

社債利息 1,590

株式公開費用 31,236

その他 1,995

営業外費用合計 58,700

経常利益 610,563

特別利益

固定資産売却益 4,574

受取補償金 5,000

特別利益合計 9,574

税金等調整前四半期純利益 620,137

法人税、住民税及び事業税 84,418

法人税等調整額 5,184

法人税等合計 89,603

少数株主損益調整前四半期純利益 530,534

少数株主利益 45,809

四半期純利益 484,725
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 530,534

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 812

その他の包括利益合計 812

四半期包括利益 531,347

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 485,537

少数株主に係る四半期包括利益 45,809
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

当第３四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日)

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当第３四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31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 4,298,268 316,223 4,614,491 - 4,614,491

セグメント間の内部
売上高又は振替高

- - - - -

計 4,298,268 316,223 4,614,491 - 4,614,491

セグメント利益 690,446 155,178 845,625 △197,614 648,010

(注) １．セグメント利益の調整額△197,614千円には、内部取引消去18,111千円、各報告セグメントに分配していな

い全社費用△215,725千円が含まれております。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。
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