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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】 

(注) １ 当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、「最近３中間連結会計期間及び最近２連結会計年度に係る主要な経

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 持分法を適用した場合の投資損益については、関連会社を有していないため、該当事項がありません。 

４ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益につきましては、潜在株式がないため記載しておりません。 

  

回次 第52期中 第53期中 第54期中 第52期 第53期 

会計期間 

自 平成15年 
  ８月21日 
至 平成16年 
  ２月20日 

自 平成16年
  ８月21日 
至 平成17年 
  ２月20日 

自 平成17年
  ８月21日 
至 平成18年 
  ２月20日 

自 平成15年 
  ８月21日 
至 平成16年 
  ８月20日 

自 平成16年
  ８月21日 
至 平成17年 
  ８月20日 

売上高 (千円) 2,576,027 2,689,395 2,810,635 5,456,813 5,672,236

経常利益 (千円) 74,868 101,010 47,810 301,313 322,523

中間(当期)純利益 (千円) 36,832 51,505 23,626 161,699 143,504

持分法を適用した場合の 
投資利益 

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000

発行済株式総数 (株) 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000

純資産額 (千円) 3,471,690 3,566,638 3,604,075 3,562,935 3,625,860

総資産額 (千円) 5,235,863 5,133,745 5,146,495 5,218,074 5,183,184

１株当たり純資産額 (円) 578.62 594.44 600.68 591.16 601.64

１株当たり 
中間(当期)純利益 

(円) 6.14 8.58 3.94 24.28 21.25

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間(当期)純利益 

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり 
中間(年間)配当額 

(円) 5.00 6.00 5.00 11.00 12.00

自己資本比率 (％) 66.3 69.5 70.0 68.3 69.9

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 198,638 △79,814 203,304 385,362 119,511

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △124,261 △62,460 △217,535 △158,036 △232,603

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △80,129 43,902 △41,072 △210,239 7,959

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

(千円) 363,754 288,220 226,158 386,593 281,460

従業員数 (名) 336 343 368 339 361



２ 【事業の内容】 

当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

該当事項はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の従業員の状況 

平成18年２月20日現在 

(注)従業員数は就業人員であります。 

(2) 労働組合の状況 

労使間の問題は労使協議会を通じて円満な解決を図っており、特記すべき事項はありません。 

  

従業員数(名) 368 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善を背景とした民間設備投資の増加や雇用情勢の持ち直しなどから個人消

費に拡大の兆しが見えてくるなど、景気は緩やかな回復基調で推移しました。 

印刷業界におきましては、企業のネットワーク化に伴う需要量の減少、調達手段の多様化による価格下落が進行しましたが、個

人情報保護法関連商品の需要量の増加などにより、全体としては概ね順調に推移しました。 

このような状況の中で、当社は量産型ＤＭ加工設備を新設し、市場ニーズに対応した企画提案活動を推進、独自技術による「な

らでは」商品と「ならでは」サービスの拡販に努めてまいりました。具体的には新設のＤＭ加工設備の早期立ち上げに注力し、新

商品の「Ａ４ブックＵＤ（ユニバーサルデザイン）メール」、個人情報保護対応の「情報保護シール付はがき」、環境に配慮した

「あと糊はがきｅｃｏ」などの販売促進に取り組むとともに、財産化商品による受注の継続性向上、ソリューション提案型商談ス

タイルの追求に努めてまいりました。 

 また、生産、開発面では、独自技術による高付加価値商品の開発と生産効率の改善に向けたローコストオペレーションを推進

し、企業体質の強化と経営の効率化を図ってきました。さらに、ブランディング部門を新設し、プロセス全体を保証する品質保証

体制の強化と全社全業務でのセキュリティ体制の更なる進化を図り、企業ブランド力と企業信頼の拡大に向けて注力してまいりま

した。 

その結果、当中間会計期間の売上高は、前年同期を 1億21百万円（ 4.5％）上回る28億10百万円となりました。また、利益面に

おいては、商品構成の多様化等に伴う人員、開発、設備の先行投資などにより、経常利益は前年同期を53百万円（ 52.7％）下回

る 47百万円、中間純利益は前年同期を 27百万円（ 54.1％）下回る 23百万円となりました。 

  

製品別売上高の概況は次のとおりであります。 

「ビジネスフォーム関連」 

ビジネスフォーム関連は、お客様の業務の合理化、簡素化に伴う需要量の減少により前年同期を下回りました。当社独自技術のプ

ライバシー保護を目的とした「情報保護シール付はがき」関連商品や事務通信ＤＰＳ（データプリントサービス）が好調に推移し

たものの、売上高は前年同期を34 百万円（ 2.0％）下回る16億59百万円となりました。 

「カラー・文字物関連」 

カラー・文字物等商業印刷分野は、企業業績の回復傾向が続く中、積極的な販売活動を推進した結果、売上高は前年同期を41百万

円（11.5％）上回る 4億3百万円となりました。 

「ＤＭ・ＤＰＳ関連」 

プライバシー保護や情報セキュリティ強化のニーズに対応したＤＭ（ダイレクトメール）、お客様のデータをお預かりし印刷物に

出力するＤＰＳ業務が堅調に推移しました。その結果、売上高は前年同期を 1億13百万円（18.7％）上回る 7億20百万円となりま

した。 

「ビジネスマルチメディア関連」 

ホームページ、電子カタログ等商品ＤＢ（データベース）関連等Ｗｅｂ関連商品の拡販に努めた結果、売上高は前年同期とほぼ同

額の 27百万円となりました。 

  

 今後の見通しにつきましては、わが国経済は、企業業績の改善や設備投資の増加、個人消費の回復など景気は回復基調にあるも

のの、原油価格の高騰などによる材料費の価格上昇が懸念され、予断を許さない経営環境が続くものと予想されます。 

 印刷業界におきましても、ネットワーク化に伴う紙媒体から電子媒体への需要構造の変化や調達手段の多様化、競争の激化など

により、引き続き厳しい市場環境が続くものと考えられます。 



 このような状況を踏まえ、当社は本年７月本社隣接地に新工場を竣工し、それを機により一層市場ニーズに対応した企画提案活

動を推進し、独自技術による商品ラインナップとサービスの拡充に努めてまいります。 

具体的には新商品の「Ａ４ブックＵＤ（ユニバーサルデザイン）メール」、個人情報保護対応の「情報保護シール付はがき」など

の販売促進に取り組み、お客様のお客様を意識したソリューション提案型商談スタイルの確立に取り組んでまいります。 

 また、生産、開発面では市場ニーズに迅速に対応した新商品の研究開発と事業活動全般にわたる効率化、合理化を積極的に推進

し、企業体質の強化と経営の効率化を図ってまいります。また、プロセス全体を保証する品質保証体制と全社全業務での情報セキ

ュリティ体制のより一層の進化を図り、企業信頼の拡大に取り組み、全社一丸となって業績向上に努めてまいる所存であります。

  

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前中間会計期間末と比べて62百万円減少し、2億26百

万円となりました。また、当中間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） 

当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間末と比べて2億83百万円増加し、2億3百万円とな

りました。これは前中間会計期間に仕入債務の支払条件を変更したことにより、当中間会計期間において仕入債務が1億70百万円

増加し、また、売上増加に伴い売上債権が1億68百万円増加したこと等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） 

投資活動の結果、支出した資金は、前中間会計期間末と比較して1億55百万円増加し、2億17百万円となりました。これは前中間

会計期間に比べて有形固定資産の取得による支出が2億27百万円増加したこと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） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間末と比較して84百万円減少して△41百万円となりました。これは前中間

会計期間に比べて短期借入金の純増額が1億円増加したものの、長期借入金による収入の発生がなかったこと等によるものであり

ます。 



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

以下の各項目の記載金額には消費税等は含まれておりません。 

(1) 生産実績 

当中間会計期間における生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 
  

(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 「委託製品・その他」については、外注先に製造委託しております。 

  

(2) 受注状況 

当中間会計期間における受注状況を品目別に示すと、次のとおりであります。 
  

(注) 金額は、販売価格によっております。 

  

(3) 販売実績 

当中間会計期間における販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 
  

  

品目別 金額(千円) 前年同期比(％) 

ビジネスフォーム関連 1,741,319 102.4 

カラー・文字物関連 382,049 109.3 

ＤＭ・ＤＰＳ関連 695,562 112.6 

ビジネスマルチメディア関連 27,367 99.9 

合計 2,846,299 105.6 

品目別 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％) 

ビジネスフォーム関連 1,611,414 93.9 141,406 98.0 

カラー・文字物関連 390,002 106.8 61,755 128.6 

ＤＭ・ＤＰＳ関連 728,127 118.7 69,602 132.5 

ビジネスマルチメディア関連 22,181 110.2 11,879 274.5 

合計 2,751,726 101.3 284,644 114.3 

品目別 金額(千円) 前年同期比(％) 

ビジネスフォーム関連 1,659,357 98.0 

カラー・文字物関連 403,592 111.5 

ＤＭ・ＤＰＳ関連 720,319 118.7 

ビジネスマルチメディア関連 27,367 100.0 

合計 2,810,635 104.5 



３ 【対処すべき課題】 

当中間会計期間において、対処すべき課題に重要な変更はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間会計期間において該当事項はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

当社は、紙加工技術、データハンドリング技術、表現技術の３つのスキル分野をコアとしてとらえております。 

研究開発活動としては、この３つの分野で新しいタイプのサービス開発につながる活動とユーザーニーズに対応するための応

用開発の両面の活動を、生産技術部を中心に実施しております。 

当上半期における研究開発費の総額は、32,748千円となっております。 

なお、上記金額には消費税等は含まれておりません。 

当中間会計期間における主な研究開発成果は次のとおりです。 

  

1.「Ａ４ブックＵＤメール／ＰＯＤタイプ」の開発 

Ａ４サイズの冊子小包型ＤＭ「Ａ４ブックＵＤ（ユニバーサルデザイン）メール」に高品質かつバリアブルなデジタル印刷機

の特性を活かし、フルカラー可変印刷が小部数から可能な「ＰＯＤタイプ」を開発、販売を開始しました。冊子小包など宅配・

郵便料金が低落傾向にあり、定型外ＤＭ市場の拡大が期待されています。 

  

2.ＰＤ（ポータブル・ドキュメント）プリント・デリバリー・サービス 

お客様の電子帳票システムから書き出された複数のＰＤＦファイルを串刺しにして送付先ごとに名寄せし、後処理システム

（メーリング・シーリング）用の制御情報を付加したうえで再編成し、出力後処理する技術の開発、サービスを開始しました。

このサービスを利用すると、通常は帳票数に比例して発生する初期開発費が少なくてすみ、出力内容の変更にも迅速に対応する

ことができます。個人情報保護法の施行、社内処理での誤封入事故・開封事故の多発等で、安全性・正確性確保のため、アウト

ソーシングニーズが高まってきており、帳票処理アウトソーシング市場の拡大が予測されています。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



第３ 【設備の状況】 

以下の各項目の記載金額には消費税等は含まれておりません。 

  

１ 【主要な設備の状況】 

当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間会計期間において、前事業年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はあり

ません。 

また、当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。 

  



第４ 【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】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

  

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 24,000,000

計 24,000,000

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成18年２月20日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年５月17日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 6,000,000 6,000,000
名古屋証券取引所
市場第二部 

― 

計 6,000,000 6,000,000 ― ― 

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) 

自 平成17年８月21日 
至 平成18年２月20日 

― 6,000,000 ― 460,000 ― 285,200



(4) 【大株主の状況】 

平成18年２月20日現在 

  

(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年２月20日現在 

(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が700株（議決権７個）含まれております。 

② 【自己株式等】 

平成18年２月20日現在 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

有限会社アジリスト 石川県金沢市円光寺３丁目21-35 1,500 25.00

名古屋中小企業投資育成株式会社 名古屋市中村区名駅南１丁目16-30 473 7.89

北国総合リース株式会社 石川県金沢市片町２丁目２-15 304 5.07

株式会社北國銀行 石川県金沢市下堤町１ 280 4.67

福 島 茂 一 石川県金沢市丸の内５-14 272 4.53

福島印刷従業員持株会 石川県金沢市佐奇森町ル６ 190 3.17

山 崎 久 子 石川県金沢市小立野３丁目４-８ 120 2.00

三菱製紙販売株式会社 東京都中央区京橋２丁目６-４ 110 1.83

三菱製紙株式会社 東京都千代田区丸の内３丁目４-２ 100 1.67

大徳美術印刷株式会社 石川県金沢市大野町４丁目レ40-169 100 1.67

計 ― 3,449 57.50

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) ― ― ― 

完全議決権株式(その他) 普通株式6,000,000 60,000 ― 

単元未満株式 ― ― ― 

発行済株式総数  6,000,000 ― ― 

総株主の議決権 ― 60,000 ― 

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（％） 

― ― ― ― ― ― 

計 ― ― ― ― ― 



２ 【株価の推移】 

当該中間会計期間における月別最高・最低株価 

  

(注) １ 最高・最低株価は名古屋証券取引所市場第二部におけるものであります。 

２ 「月別最高・最低株価」は、毎月１日より月末までのものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

退任役員 

  

  

月別 平成17年９月 10月 11月 12月 平成18年１月 ２月 

最高(円) 483 495 498 512 530 513

最低(円) 469 464 485 485 503 471

役名 氏名 退任年月日 

監 査 役 田 中  隆 平成18年３月31日 



第５ 【経理の状況】 

１ 中間財務諸表の作成方法について 

 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以

下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

ただし、前中間会計期間（平成16年８月21日から平成17年２月20日まで）は、「財務諸表等の用語、様式及び作成

方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日 内閣府令第５号)附則第３項のただし書きによ

り、改正前の中間財務諸表等規則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、証券取引法第193条の２の規定に基づき、第53期中間会計期間(平成16年８月21日から平成17年２月20日ま

で)及び第54期中間会計期間(平成17年８月21日から平成18年２月20日まで)の中間財務諸表について新日本監査法人の

中間監査を受けております。 

  

３ 中間連結財務諸表について 

当社は、子会社がありませんので、中間連結財務諸表は作成しておりません。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

 該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

 該当事項はありません。 

  

２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

    
前中間会計期間末 

(平成17年２月20日) 
当中間会計期間末 

(平成18年２月20日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 
(平成17年８月20日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円)
構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

 １ 現金及び預金     452,560 325,198   456,480 

 ２ 受取手形     426,718 402,749   466,162 

 ３ 売掛金     784,979 730,249   780,732 

 ４ たな卸資産     278,126 303,248   264,692 

 ５ 繰延税金資産     65,040 86,064   80,411 

 ６ その他     4,556 4,407   7,024 

   貸倒引当金     △8,837 △1,926   △9,102 

   流動資産合計     2,003,143 39.0 1,849,990 35.9   2,046,402 39.5

Ⅱ 固定資産           

 １ 有形固定資産 ※１         

  (1) 建物     983,958 963,958   948,409 

  (2) 機械及び装置     758,655 705,285   743,786 

  (3) 土地     970,756 965,106   965,106 

  (4) その他     94,775 32,386   59,544 

  (5) 建設仮勘定     ― 334,376   109,138 

    有形固定資産合計     2,808,146 3,001,113   2,825,984 

 ２ 無形固定資産     29,057 9,572   7,937 

 ３ 投資その他の資産           

  (1) 投資有価証券 ※２   129,580 149,613   136,944 

  (2) その他     167,539 140,456   169,935 

    貸倒引当金     △3,722 △4,250   △4,019 

    投資その他の資産 
    合計     293,397 285,819   302,861 

   固定資産合計     3,130,601 61.0 3,296,504 64.1   3,136,782 60.5

   資産合計     5,133,745 100.0 5,146,495 100.0   5,183,184 100.0

        



  

  

    
前中間会計期間末 

(平成17年２月20日) 

当中間会計期間末 

(平成18年２月20日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 
(平成17年８月20日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円)
構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

 １ 買掛金     210,059 233,098  242,444  

 ２ 短期借入金     320,000 540,000  440,000  

 ３ １年内返済予定の 
   長期借入金     220,000 100,000  160,000  

 ４ 未払法人税等     77,508 43,179  55,578  

 ５ 賞与引当金     100,509 106,039  85,292  

 ６ その他 ※３   254,842 284,748  300,682  

   流動負債合計     1,182,918 23.0 1,307,066 25.4  1,283,997 24.8

Ⅱ 固定負債           

 １ 長期借入金     105,208 ―  45,139  

 ２ 繰延税金負債     22,371 50,340  55,476  

 ３ 退職給付引当金     198,167 131,485  110,520  

 ４ 役員退職慰労引当金     58,440 53,527  62,190  

   固定負債合計     384,187 7.5 235,353 4.6  273,326 5.3

   負債合計     1,567,106 30.5 1,542,419 30.0  1,557,323 30.1

(資本の部)           

Ⅰ 資本金     460,000 9.0 460,000 8.9  460,000 8.9

Ⅱ 資本剰余金           

   資本準備金     285,200 285,200  285,200  

   資本剰余金合計     285,200 5.5 285,200 5.5  285,200 5.5

Ⅲ 利益剰余金           

 １ 利益準備金     96,200 96,200  96,200  

 ２ 任意積立金     2,617,153 2,677,153  2,617,153  

 ３ 中間(当期)未処分利益     93,152 60,777  149,151  

   利益剰余金合計     2,806,505 54.7 2,834,130 55.1  2,862,504 55.2

Ⅳ その他有価証券評価 
  差額金     14,932 0.3 24,745 0.5  18,156 0.3

            

   資本合計     3,566,638 69.5 3,604,075 70.0  3,625,860 69.9

   負債資本合計     5,133,745 100.0 5,146,495 100.0  5,183,184 100.0

                 



② 【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

(自 平成16年８月21日 
至 平成17年２月20日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年８月21日 
至 平成18年２月20日) 

前事業年度 
要約損益計算書 

(自 平成16年８月21日 
至 平成17年８月20日) 

区分 注記
番号 金額(千円) 百分比

(％) 金額(千円)
百分比
(％) 金額(千円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高    2,689,395 100.0 2,810,635 100.0   5,672,236 100.0

Ⅱ 売上原価 ※１  1,950,009 72.5 2,111,499 75.1   4,069,491 71.7

   売上総利益    739,385 27.5 699,136 24.9   1,602,745 28.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  638,428 23.7 654,325 23.3   1,282,004 22.6

   営業利益    100,957 3.8 44,810 1.6   320,740 5.7

Ⅳ 営業外収益          

 １ 受取利息   394   294 745   

 ２ その他   7,493 7,887 0.3 10,381 10,675 0.4 15,406 16,152 0.3

Ⅴ 営業外費用          

 １ 支払利息   5,566   5,258 10,751   

 ２ その他   2,268 7,834 0.3 2,417 7,675 0.3 3,618 14,369 0.3

   経常利益    101,010 3.8 47,810 1.7   322,523 5.7

Ⅵ 特別利益 ※２  451 0.0 6,773 0.2   451 0.0

Ⅶ 特別損失 ※３  2,879 0.1 8,220 0.3   67,848 1.2

   税引前中間(当期) 
   純利益    98,582 3.7 46,364 1.6   255,126 4.5

   法人税、住民税 
   及び事業税   73,000   38,000 122,000   

   法人税等調整額   △25,923 47,076 1.8 △15,261 22,738 0.8 △10,377 111,622 2.0

   中間(当期)純利益    51,505 1.9 23,626 0.8   143,504 2.5

   前期繰越利益    41,646 37,151   41,646 

   中間配当額    ― ―   36,000 

   中間(当期)未処分 
   利益    93,152 60,777   149,151 

        



③ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  

    
前中間会計期間 

（自 平成16年８月21日 
至 平成17年２月20日）

当中間会計期間 

（自 平成17年８月21日 
至 平成18年２月20日）

前期の要約 
キャッシュ・ 
フロー計算書 

（自 平成16年８月21日 
至 平成17年８月20日）

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー       

 １ 税引前中間(当期)純利益   98,582 46,364 255,126 

 ２ 減価償却費   120,662 107,866 249,813 

 ３ 貸倒引当金の増加(△減少)額   1,854 △6,945 2,415 

 ４ 賞与引当金の増加額   20,912 20,746 5,696 

 ５ 退職給付引当金の増加(△減少)額   21,567 20,965 △66,079 

 ６ 受取利息及び受取配当金   △1,156 △1,078 △2,969 

 ７ 支払利息   5,566 5,258 10,751 

 ８ 有形固定資産売却損   378 42 641 

 ９ 有形固定資産除却損   2,500 8,178 43,866 

 10 無形固定資産除却損   ― ― 21,479 

 11 有形固定資産売却益   ― △54 ― 

 12 投資有価証券売却益   △451 ― △451 

 13 売上債権の(△増加)減少額   △54,262 113,897 △89,460 

 14 たな卸資産の(△増加)減少額   1,240 △38,555 14,673 

 15 仕入債務の減少額   △180,220 △9,346 △147,835 

 16 未払消費税等の減少額   △22,816 △294 △39,942 

 17 役員賞与   △16,000 △16,000 △16,000 

 18 その他   8,732 11,778 38,994 

    小計   7,091 262,821 280,720 

 19 利息及び配当金の受取額   1,156 1,078 2,969 

 20 利息の支払額   △5,566 △5,330 △10,752 

 21 法人税等の支払額   △82,496 △55,265 △153,425 

   営業活動によるキャッシュ・フロー   △79,814 203,304 119,511 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー       

 １ 定期預金の預入による支出   △164,340 △99,040 △175,020 

 ２ 定期預金の払戻による収入   212,820 175,020 212,820 

 ３ 有形固定資産の取得による支出   △111,396 △339,350 △265,423 

 ４ 有形固定資産の売却による収入   32 25,610 1,441 

 ５ 無形固定資産の取得による支出   ― △2,393 △960 

 ６ 投資有価証券の売却による収入   452 ― 452 

 ７ 投資有価証券の取得による支出   △1,200 △1,748 △3,000 

 ８ 貸付金の回収による収入   3,173 8,382 6,356 

 ９ その他   △2,001 15,983 △9,270 

   投資活動によるキャッシュ・フロー   △62,460 △217,535 △232,603 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー       

 １ 短期借入金の純増額   ― 100,000 120,000 

 ２ 長期借入による収入   200,000 ― 200,000 

 ３ 長期借入金の返済による支出   △120,068 △105,139 △240,137 

 ４ 配当金の支払額   △36,029 △35,932 △71,903 

   財務活動によるキャッシュ・フロー   43,902 △41,072 7,959 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加(△減少)額   △98,372 △55,302 △105,132 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   386,593 281,460 386,593 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高   288,220 226,158 281,460 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年８月21日 
至 平成17年２月20日) 

当中間会計期間
(自 平成17年８月21日 
至 平成18年２月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月21日 
至 平成17年８月20日) 

１ 資産の評価基準及び

評価方法 

      

  

  

(1) たな卸資産 

製品・半製品・原材料 

   …移動平均法による

原価法 

仕掛品…個別法による原価

法 

貯蔵品…最終仕入原価法に

よる原価法 

(1) たな卸資産 

同左 

(1) たな卸資産 

同左 

  (2) 有価証券 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

   …中間決算日の市場

価格等に基づく時

価法 

    (評価差額は全部

資本直入法により

処理し、売却原価

は総平均法により

算定している。) 

(2) 有価証券 

同左 

(2) 有価証券 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

   …期末日の市場価格

等に基づく時価法 

    (評価差額は全部

資本直入法により

処理し、売却原価

は総平均法により

算定している。) 

   時価のないもの 

   …総平均法による原

価法 

同左  時価のないもの 

   …総平均法による原

価法 

２ 固定資産の減価償却

の方法 

      

  (1) 有形固定資産 

定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建    物… ６年～50年

機械及び装置… ５年～10年

(1) 有形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

同左 

  (2) 無形固定資産 

定額法を採用しておりま

す。 

なお、自社利用のソフトウ

ェアについては、社内にお

ける利用可能期間(５年)に

基づく定額法を採用してお

ります。 

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 



  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年８月21日 
至 平成17年２月20日) 

当中間会計期間
(自 平成17年８月21日 
至 平成18年２月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月21日 
至 平成17年８月20日) 

３ 引当金の計上基準       

  (1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒損失に備え

るため、一般債権につ

いては貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特

定の債権については個

別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を

計上しております。 

(1) 貸倒引当金 

  同左 

(1) 貸倒引当金 

  同左 

  (2) 賞与引当金 

  従業員賞与の支給に備

えて、支給見込額基準

により計上しておりま

す。 

(2) 賞与引当金 

  同左 

(2) 賞与引当金 

  同左 

  

(3) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度

末における退職給付債

務及び年金資産の見込

額に基づき、当中間会

計期間末に発生してい

ると認められる額を計

上しております。 

  数理計算上の差異は、

発生事業年度に費用処

理することとしており

ます。 

(3) 退職給付引当金 

  同左 

(3) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度

末における退職給付債

務及び年金資産の見込

額に基づき計上してお

ります。 

  数理計算上の差異は、

発生事業年度に費用処

理することとしており

ます。 

  (4) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支

給に備えるため、中間

期末要支給額相当額を

計上しております。 

(4) 役員退職慰労引当金 

  同左 

(4) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支

給に備えるため、役員

退職慰労金規程に基づ

く期末要支給額相当額

を計上しております。 

４ リース取引の処理方

法 

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によってお

ります。 

同左 同左 

５ 中間キャッシュ・フ

ロー計算書(キャッ

シュ・フロー計算

書)における資金の

範囲 

手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３か

月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなります。 

同左 同左 

６ その他中間財務諸表

(財務諸表)作成のた

めの基本となる事項 

消費税等の会計処理 

   …税抜方式によって

おります。 

消費税等の会計処理 

   同左 

消費税等の会計処理 

   同左 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

  

  

追加情報 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年８月21日 
至 平成17年２月20日) 

当中間会計期間
(自 平成17年８月21日 
至 平成18年２月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月21日 
至 平成17年８月20日) 

― 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14

年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号 平成15

年10月31日）を適用しております。

これによる損益に与える影響はあり

ません。 

― 

項目 
前中間会計期間末 
(平成17年２月20日) 

当中間会計期間末
(平成18年２月20日) 

前事業年度末 
(平成17年８月20日) 

支払条件の変更 当中間会計期間より主要な

取引先の支払条件を変更い

たしました。 

これにより、従来の条件に

よった場合に比べ、当中間

会計期間末現在の買掛金が

162,915千円減少しており

ます。 

― 

当事業年度より主要な取引

先の支払条件を変更いたし

ました。 

これにより、従来の条件に

よった場合に比べ、当事業

年度末現在の買掛金が

192,902千円減少しており

ます。 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  

(中間損益計算書関係) 

  

  

(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

項目 
前中間会計期間末 
(平成17年２月20日) 

当中間会計期間末
(平成18年２月20日) 

前事業年度末 
(平成17年８月20日) 

※１ 有形固定資産の 

   減価償却累計額 
5,001,677千円 4,933,913千円 5,031,120千円 

※２ 担保資産 営業取引保証のため、投資

有価証券7,260千円を差し

入れている。 

営業取引保証のため、投資

有価証券 7,920千円を差し

入れている。 

営業取引保証のため、投資

有価証券 7,605千円を差し

入れている。 

※３ 消費税等の取扱 

   い 

仮払消費税等及び仮受消費

税等は相殺のうえ、流動負

債のその他に含めて表示し

ております。 

同左 ― 

項目 
前中間会計期間

(自 平成16年８月21日 
至 平成17年２月20日) 

当中間会計期間
(自 平成17年８月21日 
至 平成18年２月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月21日 
至 平成17年８月20日) 

※１ 減価償却実施額  

   有形固定資産 119,923千円 107,083千円 248,348千円

   無形固定資産 622 757 1,223 

※２ 特別利益    

   固定資産売却益 ― 54 ― 

   貸倒引当金 
   戻入額 

― 6,719 ― 

投資有価証券 
売却益 

451 ― 451 

※３ 特別損失    

   固定資産除却損 
   (建物、機械及び装置ほ
か) 

2,500 8,178 67,207 

   固定資産売却損 
   (車輌運搬具ほか) 

378 42 641 

前中間会計期間 
(自 平成16年８月21日 
至 平成17年２月20日) 

当中間会計期間
(自 平成17年８月21日 
至 平成18年２月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月21日 
至 平成17年８月20日) 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

（平成17年２月20日現在)

現金及び 
預金勘定 

452,560千円

預入期間が 
３か月を 
超える 
定期預金 

△164,340千円

現金及び 
現金同等物 

288,220千円

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

（平成18年２月20日現在)

現金及び 
預金勘定 

325,198千円

預入期間が 
３か月を 
超える 
定期預金 

△99,040千円

現金及び 
現金同等物 

226,158千円

現金及び現金同等物の期末残高と貸

借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

（平成17年８月20日現在)

現金及び 
預金勘定 

456,480千円

預入期間が 
３か月を 
超える 
定期預金 

△175,020千円

現金及び 
現金同等物 

281,460千円



(リース取引関係) 

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年８月21日 
至 平成17年２月20日) 

当中間会計期間

(自 平成17年８月21日 
至 平成18年２月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月21日 
至 平成17年８月20日) 

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取

引 

１ リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額 
  
 取得価額相当額 
有形固定資産  

機械及び装置 361,479千円

その他  

 車両運搬具 4,313 
 工具器具備品 249,277 
無形固定資産   
ソフトウェア 92,808 
合計 707,879 

１ リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び中

間期末残高相当額 
 取得価額相当額 
有形固定資産  

機械及び装置 357,395千円

その他  

 車両運搬具 4,979

 工具器具備品 245,130

無形固定資産  

ソフトウェア 97,813

合計 705,319

１ リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額 
  
 取得価額相当額 
有形固定資産  

機械及び装置 443,312千円

その他  

 車両運搬具 5,673 
 工具器具備品 270,344 
無形固定資産   
ソフトウェア 94,130 
合計 813,460 

   減価償却累計額相当額 
有形固定資産  

機械及び装置 179,744千円

その他  

 車両運搬具 2,669 
 工具器具備品 155,813 
無形固定資産   
ソフトウェア 44,247 
合計 382,474 

 減価償却累計額相当額

有形固定資産  

機械及び装置 159,403千円

その他  

 車両運搬具 2,623

 工具器具備品 150,023

無形固定資産  

ソフトウェア 48,182

合計 360,232

 減価償却累計額相当額 
有形固定資産  

機械及び装置 210,393千円

その他  

 車両運搬具 3,346 
 工具器具備品 146,214 
無形固定資産   
ソフトウェア 49,550 
合計 409,504 

   中間期末残高相当額 
有形固定資産  

機械及び装置 181,735千円

その他  

 車両運搬具 1,643 
 工具器具備品 93,464 
無形固定資産   
ソフトウェア 48,560 
合計 325,404 

 中間期末残高相当額

有形固定資産  

機械及び装置 197,992千円

その他  

 車両運搬具 2,356

 工具器具備品 95,107

無形固定資産  

ソフトウェア 49,631

合計 345,087

 期末残高相当額 
有形固定資産  

機械及び装置 232,919千円

その他  

 車両運搬具 2,326 
 工具器具備品 124,129 
無形固定資産   
ソフトウェア 44,579 
合計 403,956 

  ２ 未経過リース料中間期末残高

相当額 
１年以内 127,326千円

１年超 225,234 
合計 352,560 

２ 未経過リース料中間期末残高

相当額等 
  未経過リース料中間期末残高

相当額 
１年以内 121,021千円

１年超 235,754

合計 356,775

２ 未経過リース料期末残高相当

額 
１年以内 117,191千円

１年超 297,677 
合計 414,868 

  ３ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 
  
  
支払リース料 74,636千円

減価償却費 
相当額 

66,141 

支払利息

相当額 
8,495 

３ 支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費

相当額及び支払利息相当額及

び減損損失 
支払リース料 74,277千円

減価償却費

相当額 
66,887

支払利息

相当額 
7,390

３ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 
  
  
支払リース料 156,337千円

減価償却費 
相当額 

138,205 

支払利息 
相当額 

18,131 

  ４ 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定額

法によっております。 

４ 減価償却費相当額の算定方法

  同左 
４ 減価償却費相当額の算定方法

  同左 

  ５ 利息相当額の算定方法 
  リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利

息相当額とし、各期への配分

方法については、利息法によ

っております。 

５ 利息相当額の算定方法

  同左 
５ 利息相当額の算定方法 
  同左 

オペレーティング・リース取

引 
未経過リース料 
１年以内 16,005千円

１年超 0 
合計 16,005 

未経過リース料

―

未経過リース料 
１年以内 8,003千円

１年超 ― 
合計 8,003 



(有価証券関係) 

(前中間会計期間)(平成17年２月20日現在) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

２ 時価評価されていない有価証券 

  

  

  

(当中間会計期間)(平成18年２月20日現在) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

２ 時価評価されていない有価証券 

  

  

  

(前事業年度)(平成17年８月20日現在) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

２ 時価評価されていない有価証券 

  

  

  取得原価(千円)
中間貸借対照表計上額

(千円) 
差額(千円) 

株式 103,947 129,019 25,071 

 中間貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 
 非上場株式(店頭売買株式を除く) 

561 

  取得原価(千円)
中間貸借対照表計上額

(千円) 
差額(千円) 

株式 107,505 149,052 41,546 

 中間貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 
 非上場株式 

561 

  取得原価(千円)
貸借対照表計上額

(千円) 
差額(千円) 

株式 105,898 136,383 30,484 

 貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 
 非上場株式 

561 



(デリバティブ取引関係) 

  

  

(持分法損益等) 

関連会社がないため該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報) 

（注）１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

前中間会計期間 
(自 平成16年８月21日 
至 平成17年２月20日) 

当中間会計期間
(自 平成17年８月21日 
至 平成18年２月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月21日 
至 平成17年８月20日) 

当社は、デリバティブ取引を全く利

用しておりませんので、該当事項は

ありません。 

同左 同左 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年８月21日 
至 平成17年２月20日) 

当中間会計期間
(自 平成17年８月21日 
至 平成18年２月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月21日 
至 平成17年８月20日) 

１株当たり純資産額 594円44銭 600円68銭 601円64銭

１株当たり 

中間(当期)純利益 
8円58銭 3円94銭 21円25銭

潜在株式調整後 

１株当たり 

中間(当期)純利益 

  

  

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、

潜在株式がないため、記載し

ておりません。 

  

同左 なお、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式がないため、

記載しておりません。 

中間損益計算書上の 
中間（当期）純利益 

前中間会計期間 
(自 平成16年８月21日 
至 平成17年２月20日) 

当中間会計期間
(自 平成17年８月21日 
至 平成18年２月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月21日 
至 平成17年８月20日) 

中間(当期)純利益 

（千円） 
51,505 23,626 143,504 

普通株主に帰属しない

金額（千円） 
― ― 16,000 

（うち役員賞与金） （―） （―） （16,000） 

普通株式に係る中間(当

期)純利益（千円） 
51,505 23,626 127,504 

普通株式の期中平均株

式数（株) 
6,000,000 6,000,000 6,000,000 



(重要な後発事象) 

前中間会計期間（自 平成16年８月21日  至 平成17年２月20日） 

平成17年３月30日の取締役会において、以下の設備投資について決議いたしました。 

①目的及び内容 

ＤＭ・ＤＰＳ関連の生産増強を図るため、隣接する当社土地に工場（３階建、増築面積約6,000㎡）を増設

し、印刷設備及び加工設備を導入いたします。 

②導入時期 

平成17年６月に着工し、平成17年12月の完成を予定しています。 

③総投資額及び生産活動に及ぼす影響 

初年度の総投資額は約15億円を予定しており、これにより生産能力において約10％の増強を計画していま

す。 

  

当中間会計期間（自 平成17年８月21日  至 平成18年２月20日） 

該当事項はありません。 

  

前事業年度（自 平成16年８月21日  至 平成17年８月20日） 

該当事項はありません。 

  

  

  

(2) 【その他】 

第54期(平成17年８月21日より平成18年２月20日まで)中間配当については、平成18年３月29日開催の取締役会に

おいて、平成18年２月20日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主に対して次のとおり中

間配当を行うことを決議いたしました。 

  

① 中間配当金の総額 30,000千円 

② １株当たり中間配当金 ５ 円 

③ 支払請求権の効力発生日 

  及び支払開始日 

平成18年５月１日 



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

  

  

  

  

(1) 
有価証券報告書 
及びその添付書類 

  
事業年度 
(第53期) 

自 平成16年８月21日 
至 平成17年８月20日 

  
平成17年11月18日 
北陸財務局長に提出。 

            

              
              
              
              
              
              
              



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。 

  



  

平成17年５月13日

福島印刷株式会社 

取締役会 御中 

  

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている福島印刷株式会

社の平成１６年８月２１日から平成１７年８月２０日までの第５３期事業年度の中間会計期間（平成１６年８月２１日から平成１７

年２月２０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について

中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を

表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、福島印

刷株式会社の平成１７年２月２０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成１６年８月２１日から平成１７

年２月２０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

  重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成17年３月30日取締役会において工場増設の設備投資について決議した。 

  

 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 

  

独立監査法人の中間監査報告書 

新日本監査法人 

  

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士  松 本 義 之  ㊞ 

  

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士  西 川 正 房  ㊞ 

※ 上記は、中間監査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、その原本は当社が別途保管しております。 



  

平成18年５月12日

福島印刷株式会社 

取締役会 御中 

  

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている福島印刷株式会

社の平成１７年８月２１日から平成１８年８月２０日までの第５４期事業年度の中間会計期間（平成１７年８月２１日から平成１８

年２月２０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について

中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を

表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、福島印

刷株式会社の平成１８年２月２０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成１７年８月２１日から平成１８

年２月２０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

 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 

  

独立監査法人の中間監査報告書 

新日本監査法人 

  

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士  四月朔日 丈 範 ㊞ 

  

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士  西 川 正 房  ㊞ 

※ 上記は、中間監査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、その原本は当社が別途保管しております。 
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