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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54期中 第55期中 第56期中 第54期 第55期

会計期間

自　平成17年
　　８月21日
至　平成18年
　　２月20日

自　平成18年
　　８月21日
至　平成19年
　　２月20日

自　平成19年
　　８月21日
至　平成20年
　　２月20日

自　平成17年
　　８月21日
至　平成18年
　　８月20日

自　平成18年
　　８月21日
至　平成19年
　　８月20日

売上高 (千円) 2,810,6352,846,7732,803,6665,764,3535,779,217

経常利益 (千円) 47,810 31,702 113,978 192,682 175,933

中間(当期)純利益 (千円) 23,626 44,695 60,607 107,316 119,301

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) 6,000,0006,000,0006,000,0006,000,0006,000,000

純資産額 (千円) 3,604,0753,660,3013,727,3963,650,6083,704,609

総資産額 (千円) 5,146,4956,878,3056,727,1806,953,6406,851,053

１株当たり純資産額 (円) 600.68 610.05 621.23 608.43 617.43

１株当たり
中間(当期)純利益

(円) 3.94 7.45 10.10 17.89 19.88

潜在株式調整後
１株当たり
中間(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00

自己資本比率 (％) 70.0 53.2 55.4 52.5 54.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 203,304 521,265 271,376 157,725 785,517

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △217,535△161,905 53,762△1,918,067△408,904

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △41,072△136,114△207,8731,719,178△141,008

現金及び現金同等物
の
中間期末(期末)残高

(千円) 226,158 463,543 593,167 240,297 475,902

従業員数 (名) 368 383 386 382 384

(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利益については、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。
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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20年２月20日現在

従業員数(名) 386

(注)従業員数は就業人員であります。

(2) 労働組合の状況

労働組合との間に特記すべき事項はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当中間期におけるわが国経済は、民間設備投資の増加や雇用情勢の持ち直しから、景気は緩やかな回復傾向を示

しておりましたが、当中間期の後半から、米国のサブプライムローン問題や原油価格の高騰による影響が世界規模

で拡大し、景気は急速に不透明感を増してきました。

印刷業界におきましては、ネットワーク化に伴う需要量の減少や受注競争の激化に伴う受注単価の下落に加え、

原材料価格の上昇などにより、依然として厳しい経営環境が続きました。

このような状況の中で、当社は新商品の「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きました。また、生産部門では第二工場棟の効率活用、高速８色輪転印刷機及び高速プリンタ

設備の早期本格稼動を目指してまいりました。設計部門においても、営業及び製造部門との連携を緊密に行い、設計

力を強化し、つくる前のコストダウンを図る「ポジティブ設計」に取り組んできました。また、当社独自の付加価値

指標の利用と共有を推進し、部門別及び分野別の収益管理の徹底を図り、収益力の改善に取り組んでまいりました。

その結果、当中間期の売上高は、前年同期を 43百万円（ 1.5％）下回る28億3百万円となりました。また、利益面

においては、経常利益は前年同期を82百万円（ 259.5％）上回る 1億13百万円、中間純利益は前年同期を 15百万円

（35.6％）上回る 60百万円となりました。

 

　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、企業のＩＴ化進展に伴う印刷需要の減少傾向が継続しており、相変わらず厳しい受注

環境となりました。当社独自技術のプライバシー保護を目的とした「情報保護はがき」関連商品や金融機関及び

官公庁向け事務通信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86 百万

円（ 5.6％）下回る14億52百万円となりました。

「カラー・文字物関連」

カラー・文字物等商業印刷分野は、積極的な販売活動を推進しましたが、競争激化による受注単価の下落など受

注環境は厳しく、売上高は前年同期を42百万円（ 11.6％）下回る 3億27百万円となりました。

「ＤＭ・ＤＰＳ関連」

戦略商品の「Ａ４ブックＵＤメール」は、市場ニーズをとらえ好調に進展しました。また、プライバシー保護対応

のあと糊タイプはがきＤＭ、お客様のお預かりデータを印刷物に出力するＤＰＳ業務も堅調に推移しました。そ

の結果、売上高は前年同期を 91百万円（10.0％）上回る 10億9百万円となりました。

「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ものの、売上高

は前年同期を 5百万円（27.1％）下回る 14百万円となりました。

 

今後の見通しにつきましては、わが国経済は、国内外の需要拡大を反映して持続的成長が期待されるものの、米国
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景気の減速や原油価格のさらなる上昇も懸念され、予断を許さない経営環境が続くものと予想されます。

　このような状況に対し、当社は、独自技術による「ならでは」商品と「ならでは」サービスを開発・創造し、市場

ニーズに対応した企画提案活動を推進してまいります。販売面では売価設定基準の見直しと営業生産性の改善に取

り組み、生産面では、フレキシブルな生産体制を確立しワークライフバランスの向上を図り、生産効率改善とコスト

ダウンに注力していきます。さらに、お客様のデータプリントサービス業務のアウトソーシングニーズを受託する

ため、情報セキュリティ体制と品質保証体制のより一層の強化を図ってまいります。また、次年度より適用の内部統

制システムの構築に向け、全社をあげて準備を進めており、実効のある「経営の見える化」の取り組みを推進し、企

業基盤の強化と企業信頼の拡大につなげてまいります。

 

(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1億29百

万円増加し、5億93百万円となりました。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、2億49百万円減少

し、2億71百万円となりました。これは前中間会計期間と比較して売上債権の減少額が1億3百万円減少し、未払消

費税等が1億7百万円減少、未収消費税等が61百万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）

投資活動により得られた資金は、前中間会計期間末と比較して2億15百万円増加し、53百万円となりました。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2億14百万円減少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）

財務活動の結果、支出した資金は、前中間会計期間末と比較して、71百万円増加して2億7百万円となりました。こ

れは前中間会計期間に比べて短期借入金の純増額が80百万円減少したこと等によるものであります。
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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。
 

品目別 金額(千円) 前年同期比(％)

ビジネスフォーム関連 1,757,634 102.3

カラー・文字物関連 335,551 92.6

ＤＭ・ＤＰＳ関連 766,791 97.9

ビジネスマルチメディア関連 14,107 83.7

合計 2,874,084 99.8

(注)　金額は、販売価格によっております。

 

 (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。
 

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 1,541,731 96.8 179,980 96.8

カラー・文字物関連 335,438 88.0 56,323 109.4

ＤＭ・ＤＰＳ関連 1,028,749 110.6 91,751 106.1

ビジネスマルチメディア関連 13,491 54.0 4,937 30.6

合計 2,919,412 99.7 332,993 97.9

(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 1,452,944 94.4

カラー・文字物関連 327,207 88.4

ＤＭ・ＤＰＳ関連 1,009,408 110.0

ビジネスマルチメディア関連 14,107 72.9

合計 2,803,666 98.5
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３ 【対処すべき課題】

当中間会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じ

た課題はありません。

 

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、21,658千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。

 

「メールオーダーＵＤ」

成長を続ける定形外ＤＭ市場。さらなる競争力強化のため、ＵＤメールに続く定形外ＤＭ新商品

「メールオーダーＵＤ」を開発、生産を開始しました。

メールオーダーＵＤは、複写申込書の同梱が可能、パーツ増（＝告知面増）が可能、試供品などサン

プルの同梱が可能なＵＤメールとは異なる特性を持つオールインワンタイプの封書型ＤＭです。印刷

から出力、フィニッシュまでインライン加工が可能です。
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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、除去等について重要な

変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

　 　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、除去等はありません。　　　
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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】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 24,000,000

計 24,000,000

 

② 【発行済株式】

 

種類
中間会計期間末
現在発行数(株)
(平成20年２月20日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年４月30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 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― ―

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

 

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】

 

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19年８月21
日
至　平成20年２月20
日

― 6,000,000 ― 460,000 ― 285,200

 

EDINET提出書類

福島印刷株式会社(E00722)

半期報告書

10/41



(5) 【大株主の状況】

平成20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 272 4.53

福島印刷従業員持株会 石川県金沢市佐奇森町ル６ 206 3.44

山　崎　久　子 石川県金沢市 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

大徳美術印刷株式会社 石川県金沢市大野町４丁目レ40-169 101 1.68

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

計 ― 3,466 57.78

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20年２月20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) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 5,999,900 59,999 ―

単元未満株式 100 ― ―

発行済株式総数  6,000,000― ―

総株主の議決権 ― 59,999 ―

(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10,000株(議決権100個)含

まれております。

② 【自己株式等】

平成20年２月20日現
在
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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 ― ― ― ― ―
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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

 

月別 平成19年９月 10月 11月 12月 平成20年１月 ２月

最高(円) 430 419 397 422 380 360

最低(円) 400 377 370 362 306 323

(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提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありま

せん。
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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。

　なお、前中間会計期間(平成18年８月21日から平成19年２月20日まで)は、改正前の中間財務諸表等規

則に基づき、当中間会計期間(平成19年８月21日から平成20年２月20日まで)は、改正後の中間財務諸

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、第55期中間会計期間(平成18年８月21日から平成19年２月20日まで)は証券取引法第193条の

２の規定に基づき、また第56期中間会計期間(平成19年８月21日から平成20年２月20日まで)は金融商

品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、それぞれ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。
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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19年２月20日)

当中間会計期間末

(平成20年２月20日)

前事業年度
要約貸借対照表
(平成19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   547,783   683,707   614,822  

　２　受取手形   419,735   416,298   431,712  

　３　売掛金   742,474   768,301   756,099  

　４　たな卸資産   321,725   320,810   263,491  

　５　繰延税金資産   71,543   71,480   45,342  

　６　その他   8,324   5,995   6,361  

　　　貸倒引当金   △3,757   △1,066   △2,019  

　　　流動資産合計   2,107,82930.6  2,265,52733.7  2,115,81030.9

Ⅱ　固定資産           

　１　有形固定資産 ※１          

　　(1) 建物   2,056,246  1,906,525  1,976,220 

　　(2) 機械及び装置   1,080,713  1,246,183  1,384,619 

　　(3) 土地   965,106   965,106   965,106  

　　(4) その他   107,902   83,778   94,022  

　　(5) 建設仮勘定   300,000   －   －  

　　　　有形固定資産合計   4,509,96865.6  4,201,59362.4  4,419,96764.5

　２　無形固定資産   8,043 0.1  6,353 0.1  7,184 0.1

　３　投資その他の資産           

　　(1) 投資有価証券 ※２  120,135   106,505   119,635  

　　(2) その他   134,406   153,842   193,576  

　　　　貸倒引当金   △2,077   △6,642   △5,120  

　　　　投資その他の資産
　　　　合計

  252,4643.7  253,7053.8  308,0914.5

　　　固定資産合計   4,770,47669.4  4,461,65266.3  4,735,24369.1

　　　資産合計   6,878,305100.0  6,727,180100.0  6,851,053100.0
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前中間会計期間末

(平成19年２月20日)

当中間会計期間末

(平成20年２月20日)

前事業年度
要約貸借対照表
(平成19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   226,792   206,774   178,299  

　２　短期借入金   470,000   370,000   370,000  

　３　１年内返済予定の
　　　長期借入金

  312,720   355,920   355,920  

　４　未払法人税等   75,822   86,888   67,068  

　５　賞与引当金   108,343   116,355   63,968  

　６　役員賞与引当金   6,426   5,000   13,000  

　７　その他 ※３  333,599   280,032   324,369  

　　　流動負債合計   1,533,70222.3  1,420,97221.1  1,372,62720.0

Ⅱ　固定負債           

　１　長期借入金   1,540,900  1,445,380  1,623,340 

　２　繰延税金負債   62,807   78,773   86,899  

　３　退職給付引当金   20,416   －   －  

　４　役員退職慰労引当金   60,177   54,658   63,577  

　　　固定負債合計   1,684,30124.5  1,578,81123.5  1,773,81625.9

　　　負債合計   3,218,00446.8  2,999,78344.6  3,146,44345.9
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前中間会計期間末

(平成19年２月20日)

当中間会計期間末

(平成20年２月20日)

前事業年度
要約貸借対照表
(平成19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
(％)

(純資産の部)           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   460,0006.7  460,0006.8  460,0006.7

２　資本剰余金           

資本準備金  285,200   285,200   285,200   

資本剰余金合計   285,2004.1  285,2004.2  285,2004.2

３　利益剰余金           

(1) 利益準備金  96,200   96,200   96,200   

(2) その他利益剰余金           

    固定資産圧縮積立金  172,153   172,153   172,153   

別途積立金  2,555,000   2,605,000   2,555,000   

繰越利益剰余金  79,163   104,375   123,768   

利益剰余金合計   2,902,51642.2  2,977,72844.3  2,947,12243.0

株主資本合計   3,647,71653.0  3,722,92855.3  3,692,32253.9

Ⅱ　評価・換算差額等           

　その他有価証券
　　評価差額金

  12,5850.2  4,4670.1  12,2870.2

評価・換算差額等合計   12,5850.2  4,4670.1  12,2870.2

純資産合計   3,660,30153.2  3,727,39655.4  3,704,60954.1

負債純資産合計   6,878,305100.0  6,727,180100.0  6,851,053100.0
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② 【中間損益計算書】

 

  
前中間会計期間

(自　平成18年８月21日
至　平成19年２月20日)

当中間会計期間

(自　平成19年８月21日
至　平成20年２月20日)

前事業年度
要約損益計算書

(自　平成18年８月21日
至　平成19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   2,846,773100.0  2,803,666100.0  5,779,217100.0

Ⅱ　売上原価 ※１  2,148,09775.5  2,032,34872.5  4,308,43374.6

　　　売上総利益   698,67624.5  771,31727.5  1,470,78325.4

Ⅲ　販売費及び一般管

理費

※１  658,95523.1  649,05523.1  1,274,22922.0

　　　営業利益   39,7211.4  122,2624.4  196,5533.4

Ⅳ　営業外収益           

　１　受取利息  229   497   600   

　２　その他  10,955 11,1850.4 10,229 10,7260.4 21,586 22,1870.4

Ⅴ　営業外費用           

　１　支払利息  19,037   18,970   39,027   

　２　その他  166 19,2030.7 40 19,0100.7 3,780 42,8070.8

　　　経常利益   31,7021.1  113,9784.1  175,9333.0

Ⅵ　特別利益 ※２  54,1181.9  － －  54,0000.9

Ⅶ　特別損失 ※３  347 0.0  1,3260.1  7,5590.1

　　　税引前中間(当期)
　　　純利益

  85,4743.0  112,6514.0  222,3743.8

　　　法人税、住民税
　　　及び事業税

 70,500   81,000   82,300   

　　　法人税等調整額  △29,721 40,7781.4△28,955 52,0441.8 20,772103,0721.7

　　　中間(当期)純利益   44,6951.6  60,6072.2  119,3012.1
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③ 【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間 (自　平成18年８月21日　至　平成19年２月20日)

（単位：千
円）

 

株主資本
評価・換

算差額等

資本金

資本

剰余金
利益剰余金

株主資本

合計

その他

有価証券

評価差額金資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

固定資産

圧縮積立金
別途積立金

繰越利益

剰余金

平成18年8月20日

残高
460,000285,20096,200172,1532,505,000114,4673,633,02017,588

中間会計期間中

の変動額
        

剰余金の配当      △30,000△30,000  

別途積立金の

積立
    50,000△50,000 －  

　中間純利益      44,695 44,695  

株主資本以外

の項目の

中間会計期間中

の変動額

(純額)

       △5,002

中間会計期間中

の

変動額合計

－ － － － 50,000△35,305 14,695△5,002

平成19年2月20日

残高
460,000285,20096,200172,1532,555,00079,1633,647,71612,585

 

当中間会計期間 (自　平成19年８月21日　至　平成20年２月20日)

（単位：千
円）

 

株主資本
評価・換

算差額等

資本金

資本

剰余金
利益剰余金

株主資本

合計

その他

有価証券

評価差額金資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

固定資産

圧縮積立金
別途積立金

繰越利益

剰余金

平成19年8月20日

残高
460,000285,20096,200172,1532,555,000123,7683,692,32212,287

中間会計期間中

の変動額
        

剰余金の配当      △30,000△30,000  

別途積立金の

積立
    50,000△50,000 －  

　中間純利益      60,607 60,607  

株主資本以外

の項目の

中間会計期間中

の変動額

(純額)

       △7,820
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中間会計期間中

の

変動額合計

－ － － － 50,000△19,393 30,607△7,820

平成20年2月20日

残高
460,000285,20096,200172,1532,605,000104,3753,722,9284,467
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前事業年度(自　平成18年８月21日　至　平成19年８月20日)

（単位：千
円）

 

株主資本
評価・換

算差額等

資本金

資本

剰余金
利益剰余金

株主資本

合計

その他

有価証券

評価差額金資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

固定資産

圧縮積立金
別途積立金

繰越利益

剰余金

平成18年8月20日

残高
460,000285,20096,200172,1532,505,000114,4673,633,02017,588

事業年度中の変

動額
        

剰余金の配当      △30,000△30,000  

剰余金の配当

(中間配当)
     △30,000△30,000  

別途積立金の

積立
    50,000△50,000 －  

　当期純利益      119,301119,301  

　株主資本以外の

項目の

事業年度中の変

動額(純額)

       △5,300

事業年度中の変

動額合計
－ － － － 50,000 9,301 59,301△5,300

平成19年8月20日

残高
460,000285,20096,200172,1532,555,000123,7683,692,32212,287
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④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】

  

前中間会計期間

（自 平成18年８月21日

至 平成19年２月20日）

当中間会計期間

（自 平成19年８月21日

至 平成20年２月20日）

前事業年度の要約

キャッシュ・

フロー計算書

（自 平成18年８月21日

至 平成19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  85,474 112,651 222,374

　２　減価償却費  208,348 229,900 467,526

　３　貸倒引当金の増加(△減少)額  △331 568 974

　４　賞与引当金の増加(△減少)額  39,178 52,386 △5,196

  ５  役員賞与引当金の増加(△減少)額  △6,574 △8,000 ―

　６　退職給付引当金の増加(△減少)額  20,161 ― △254

　７　受取利息及び受取配当金  △958 △1,251 △2,188

　８　支払利息  19,037 18,970 39,027

　９　有形固定資産除却損  347 757 7,559

　10　売上債権の(△増加)減少額  106,897 3,212 81,295

　11　たな卸資産の(△増加)減少額  △49,238 △57,319 8,996

　12　仕入債務の増加(△減少)額  △11,998 28,475 △60,491

  13  未収消費税等の(△増加)減少額  61,926 ― 61,926

　14　未払消費税等の増加(△減少)額  55,633 △52,085 85,716

　15　その他  △3,225 24,352 △80,407

　　　　小計  524,677 352,621 826,856

　16　利息及び配当金の受取額  958 1,251 2,188

　17　利息の支払額  △19,222 △19,030 △39,271

　18　法人税等の支払額  △2,072 △63,465 △21,179

　19　法人税等の還付額  16,924 ― 16,924

　　　営業活動によるキャッシュ・フロー  521,265 271,376 785,517

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  △84,240 △99,220 △206,140

　２　定期預金の払戻による収入  144,620 147,600 211,840

　３　有形固定資産の取得による支出  △223,152 △8,576 △401,071

　４　無形固定資産の取得による支出  △210 ― △210

　５　投資有価証券の取得による支出  △212 ― △212

　６　貸付金の回収による収入  3,000 3,000 6,000

　７　その他  △1,710 10,958 △19,111

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー  △161,905 53,762 △408,904

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(△減)額  80,000 ― △20,000

　２　長期借入金の借入による収入  ― ― 300,000

　３　長期借入金の返済による支出  △186,380 △177,960 △360,740

　４　配当金の支払額  △29,734 △29,913 △60,268

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー  △136,114 △207,873 △141,008

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加(△減少)額  223,245 117,265 235,604

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  240,297 475,902 240,297

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 463,543 593,167 475,902
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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18年８月21日

至　平成19年２月20日)

当中間会計期間

(自　平成19年８月21日

至　平成20年２月20日)

前事業年度

(自　平成18年８月21日

至　平成19年８月20日)

１　資産の評価基準及び評価

方法

   

 （1）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

　　　(評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は

総平均法により算定してお

ります。)

（1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

（1）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

　　　(評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価

は総平均法により算定し

ております。)

 時価のないもの

　　…総平均法による原価法

時価のないもの

　　同左

時価のないもの

　　同左

 (2) 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

(2) たな卸資産

同左

(2) たな卸資産

同左

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

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

(追加情報)

当中間会計期間から、平成19年３

月31日以前に取得したものにつ

いては、償却可能限度額まで償却

が終了した翌年から５年間で均

等償却する方法によっておりま

す。

この結果、従来の方法に比べて、

営業利益、経常利益及び税引前中

間純利益が10,602千円減少して

おります。　　　　　　　　

(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

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、当事業年

度より平成19年４月１日以後に

取得した有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づく減価

償却の方法に変更しております。

なお、この変更による当事業年度

の損益に与える影響額は軽微で

あります。

　 (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
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項目

前中間会計期間

(自　平成18年８月21日

至　平成19年２月20日)

当中間会計期間

(自　平成19年８月21日

至　平成20年２月20日)

前事業年度

(自　平成18年８月21日

至　平成19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) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に備えて、支給見

込額の当中間会計期間負担額を

計上しております。

(3)役員賞与引当金

同左　 

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に備えて、支給見

込額を計上しております。

 

(4) 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。

(4) 退職給付引当金

同左

 

 

 

 

 

 

 

当中間会計期間末においては、年

金資産額が退職給付債務見込額を

超えているため、当該超過額を前

払年金費用として投資その他の資

産・その他に計上しております。

(4) 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。

当事業年度末においては、年金資

産額が退職給付債務見込額を超え

ているため、当該超過額を前払年

金費用として計上しております。

 (5) 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。

(5) 役員退職慰労引当金

同左

(5) 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

 消費税及び地方消費税の

会計処理

 ・・・税抜処理を採用しており

ます。

消費税及び地方消費税の

会計処理

　　　同左

消費税及び地方消費税の

会計処理

　　　同左
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更

 

前中間会計期間
(自　平成18年８月21日
至　平成19年２月20日)

当中間会計期間
(自　平成19年８月21日
至　平成20年２月20日)

前事業年度
(自　平成18年８月21日
至　平成19年８月20日)

（役員賞与に関する会計基準）

当中間会計期間から「役員賞与に関する

会計基準」（企業会計基準委員会　平成

17年11月29日　企業会計基準第４号）を

適用しております。

この結果、従来の方法に比べて、営業利

益、経常利益及び税引前中間純利益が

6,426千円減少しております。

― ―

（貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準）

当中間会計期間から「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準委員会　平成17年12月9日企業会

計基準第5号）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準委員会　平成17年

12月9日　企業会計基準適用指針第8号）

を適用しております。

従来の「資本の部」の合計に相当する金

額は3,660,301千円であります。

なお、中間財務諸表等規則の改正により、

当中間会計期間における中間貸借対照表

の純資産の部については、改正後の中間

財務諸表等規則により作成しておりま

す。

― ―
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注記事項

(中間貸借対照表関係)

 

項目
前中間会計期間末
(平成19年２月20日)

当中間会計期間末
(平成20年２月20日)

前事業年度末
(平成19年８月20日)

※１　有形固定資産の

　　　減価償却累計額
5,289,147千円 5,631,902千円 5,411,812千円

※２　担保資産 営業取引保証のため、投資有

価証券 7,305千円を差し入れ

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

―

 

(中間損益計算書関係)

 

項目
前中間会計期間

(自　平成18年８月21日
至　平成19年２月20日)

当中間会計期間
(自　平成19年８月21日
至　平成20年２月20日)

前事業年度
(自　平成18年８月21日
至　平成19年８月20日)

※１　減価償却実施額    

　　　有形固定資産 207,451千円 227,851千円 465,360千円

　　　無形固定資産 872 1,998 1,731

※２　特別利益    

　　　貸倒引当金
　　　戻入額

118 ― ―

補助金収入額 54,000 ― 54,000

※３　特別損失    

　　　固定資産除却損
　　　(建物、機械及び装置ほ
　　　か)

347 757 7,559

貸倒引当金繰入額 ― 568 ―
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(中間株主資本等変動計算書関係)

前中間会計期間(自　平成18年８月21日　至　平成19年２月20日)

１　発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式の種類

前事業年度末

株式数（株）

当中間会計期間

増加株式数（株）

当中間会計期間

減少株式数（株）

当中間会計期間末

株式数（株）

普通株式 6,000,000 ― ― 6,000,000

 
 
 

 

 

２　配当に関する事項

(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

平成18年11月17日
定時株主総会

普通株式 30,000 5.00
平成18年8月20

日

平成18年11月20

日
 

(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

決議
株式の種

類

配当の原

資

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

平成19年3月28日
取締役会

普通株式
利益剰余

金
30,000 5.00

平成19年2月20

日

平成19年5月1

日

 

当中間会計期間(自　平成19年８月21日　至　平成20年２月20日)

１　発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式の種類

前事業年度末

株式数（株）

当中間会計期間

増加株式数（株）

当中間会計期間

減少株式数（株）

当中間会計期間末

株式数（株）

普通株式 6,000,000 ― ― 6,000,000

 
 
 

 

 

２　配当に関する事項

(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

平成19年11月16日
定時株主総会

普通株式 30,000 5.00
平成19年8月20

日

平成19年11月19

日
 

EDINET提出書類

福島印刷株式会社(E00722)

半期報告書

27/41



(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

決議
株式の種

類

配当の原

資

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

平成20年3月26日
取締役会

普通株式
利益剰余

金
30,000 5.00

平成20年2月20

日

平成20年5月1

日
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前事業年度（自　平成18年８月21日　至　平成19年８月20日)

１　発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式の種類

前事業年度末

株式数（株）

当事業年度

増加株式数（株）

当事業年度

減少株式数（株）

当事業年度末

株式数（株）

普通株式 6,000,000 ― ― 6,000,000

 
 
 

 

 

２　配当に関する事項

(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

平成18年11月17日
定時株主総会

普通株式 30,000 5.00
平成18年8月20

日

平成18年11月20

日

平成19年3月28日
取締役会

普通株式 30,000 5.00
平成19年2月20

日
平成19年5月1日

 

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議
株式の種

類

配当の原

資

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

平成19年11月16日
定時株主総会

普通株式
利益剰余

金
30,000 5.00

平成19年8月20

日

平成19年11月

19日
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(中間キャッシュ・フロー計算書関係)

 

前中間会計期間
(自　平成18年８月21日
至　平成19年２月20日)

当中間会計期間
(自　平成19年８月21日
至　平成20年２月20日)

前事業年度
(自　平成18年８月21日
至　平成19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19年２月20日現在)

現金及び
預金勘定

547,783千円

預入期間が
３か月を
超える
定期預金

△84,240千円

現金及び
現金同等物

463,543千円

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20年２月20日現在)

現金及び
預金勘定

683,707千円

預入期間が
３か月を
超える
定期預金

△90,540千円

現金及び
現金同等物

593,167千円

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19年８月20日現在)

現金及び
預金勘定

614,822千円

預入期間が
３か月を
超える
定期預金

△138,920千円

現金及び
現金同等物

475,902千円

 

次へ
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(リース取引関係)

 

項目
前中間会計期間

(自　平成18年８月21日
至　平成19年２月20日)

当中間会計期間
(自　平成19年８月21日
至　平成20年２月20日)

前事業年度
(自　平成18年８月21日
至　平成19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、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 2,944

　工具器具備品 240,665

無形固定資産  

ソフトウェア 97,813

合計 698,818

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 365,340千円

工具器具備品 148,045

無形固定資産  

ソフトウェア 61,640

合計 575,025

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 278,367千円

工具器具備品 161,245

無形固定資産  

ソフトウェア 69,860

合計 509,473

 　減価償却累計額相当額

有形固定資産  

機械及び装置 218,861千円

その他  

　車両運搬具 2,846

　工具器具備品 139,340

無形固定資産  

ソフトウェア 67,449

合計 428,497

　減価償却累計額相当額

有形固定資産  

機械及び装置 167,361千円

工具器具備品 76,098

無形固定資産  

ソフトウェア 34,855

合計 278,314

　減価償却累計額相当額

有形固定資産  

機械及び装置 163,393千円

工具器具備品 80,079

無形固定資産  

ソフトウェア 46,800

合計 290,274

 　中間期末残高相当額

有形固定資産  

機械及び装置 138,533千円

その他  

　車両運搬具 98

　工具器具備品 101,324

無形固定資産  

ソフトウェア 30,363

合計 270,320

　中間期末残高相当額

有形固定資産  

機械及び装置 197,979千円

工具器具備品 71,946

無形固定資産  

ソフトウェア 26,785

合計 296,710

　期末残高相当額

有形固定資産  

機械及び装置 114,974千円

工具器具備品 81,165

無形固定資産  

ソフトウェア 23,059

合計 219,199

 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 95,857千円

１年超 183,018

合計 278,876

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 97,071千円

１年超 207,426

合計 304,497

２　未経過リース料期末残高相当

額等

　　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 85,582千円

１年超 141,619

合計 227,201

 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 73,470千円

減価償却費

相当額
66,400

支払利息

相当額
5,060

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 58,210千円

減価償却費

相当額
53,416

支払利息

相当額
4,860

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 129,303千円

減価償却費

相当額
117,522

支払利息

相当額
9,218

 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
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(有価証券関係)

(前中間会計期間)(平成19年２月20日現在)

１　その他有価証券で時価のあるもの

 

 取得原価(千円)

中間貸借対照表計上
額

(千円)

差額(千円)

株式 97,443 118,573 21,130

 

２　時価評価されていない有価証券

 

 中間貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券
　非上場株式

1,561

 

 

(当中間会計期間)(平成20年２月20日現在)

１　その他有価証券で時価のあるもの

 

 取得原価(千円)

中間貸借対照表計上
額

(千円)

差額(千円)

株式 97,443 104,944 7,501

 

２　時価評価されていない有価証券

 

 中間貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券
　非上場株式

1,561

 

 

(前事業年度)(平成19年８月20日現在)

１　その他有価証券で時価のあるもの
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 取得原価(千円)
貸借対照表計上額

(千円)
差額(千円)

株式 97,443 118,074 20,631

 

２　時価評価されていない有価証券

 

 貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券
　非上場株式

1,561
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(デリバティブ取引関係)

 

前中間会計期間

(自　平成18年８月21日

至　平成19年２月20日)

当中間会計期間

(自　平成19年８月21日

至　平成20年２月20日)

前事業年度

(自　平成18年８月21日

至　平成19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

 

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。
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(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。

 

(企業結合等関係)

　　　該当事項はありません。

 

 

(１株当たり情報)

項目

前中間会計期間

(自　平成18年８月21日

至　平成19年２月20日)

当中間会計期間

(自　平成19年８月21日

至　平成20年２月20日)

前事業年度

(自　平成18年８月21日

至　平成19年８月20日)
１株当たり純資産
額 610円05銭 621円23銭 617円43銭

１株当たり

中間(当期)純利益
7円45銭 10円10銭 19円88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 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。

 

 

（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。

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18年８月21日

至　平成19年２月20日)

当中間会計期間

(自　平成19年８月21日

至　平成20年２月20日)

前事業年度

(自　平成18年８月21日

至　平成19年８月20日)
中間(当期)純利益

（千円）
44,695 60,607 119,301

普通株主に帰属しない金

額（千円）
― ― ―

普通株式に係る中間(当

期)純利益（千円）
44,695 60,607 119,301

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18年８月21日　　至　平成19年２月20日）

該当事項はありません。
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当中間会計期間（自　平成19年８月21日　　至　平成20年２月20日）

該当事項はありません。

 

前事業年度（自　平成18年８月21日　　至　平成19年８月20日）

該当事項はありません。
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 (2) 【その他】

第56期(平成19年８月21日より平成20年２月20日まで)中間配当については、平成20年３月26日開

催の取締役会において、平成20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20年５月１日
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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55期(自　平成18年８月21日　至　平成19年８月20日)平成19年11月19日北陸財務局長に提出
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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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独立監査法人の中間監査報告書

 

平成19年５月11日

福島印刷株式会社

取締役会　御中

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　　㊞

 

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１８年８月２１日から平成１９年８月２０日までの第５５期事業年度の中間会計期間（平成１８年８月２１日から

平成１９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、中間株主資本等変動計算書及び

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１９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１８年８月２１日から

平成１９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

 

※　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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独立監査法人の中間監査報告書

 

平成20年４月25日

福島印刷株式会社

取締役会　御中

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　　池　田　裕　之　　㊞

 

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１９年８月２１日から平成２０年８月２０日までの第５６期事業年度の中間会計期間（平成１９年８月

２１日から平成２０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、中間株主資本等変動

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２０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１９年８月２１日から

平成２０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

 

※　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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