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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67期

第３四半期

連結累計期間

第68期

第３四半期

連結累計期間

第67期

会計期間
自　平成25年１月１日

至　平成25年９月30日

自　平成26年１月１日

至　平成26年９月30日

自　平成25年１月１日

至　平成25年12月31日

売上高 （千円） 3,929,160 3,928,569 5,235,037

経常利益 （千円） 104,960 185,215 135,543

四半期（当期）純利益 （千円） 86,041 83,877 109,236

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 96,464 88,340 123,488

純資産額 （千円） 1,933,257 2,030,809 1,960,280

総資産額 （千円） 3,402,485 3,636,091 3,623,407

１株当たり四半期（当期）純利益
金額

（円） 4.85 4.73 6.15

潜在株式調整後１株当たり四半期
（当期）純利益金額

（円） － － －

自己資本比率 （％） 55.7 54.7 53.0
 

 

 

回次

第67期

第３四半期

連結会計期間

第68期

第３四半期

連結会計期間

会計期間
自　平成25年７月１日

至　平成25年９月30日

自　平成26年７月１日

至　平成26年９月30日

１株当たり四半期純利益金額
又は四半期純損失金額（△）

（円） 0.44 △1.16
 

 

(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　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、潜在株式がないため記載しておりません。

 

 

２ 【事業の内容】

当第３四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）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券

報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

　当第３四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。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、金融緩和による円安の定着を背景に、輸出や設備投資に回復の

兆しがみられるなど穏やかな回復基調で推移いたしました。

このような状況のもと、当社グループは、積極的な営業活動に取り組み、技術開発力の強化、経費の節減等諸施策

を展開いたしました結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は39億28百万円と前年同四半期と比べ０百万円減収

（0.0％減）、経常利益は１億85百万円と前年同四半期と比べ80百万円増益（76.5％増）、四半期純利益は83百万円と

前年同四半期と比べ２百万円減益（2.5％減）となりました。

 
セグメントの業績を示すと次のとおりです。

（鋼製品関連事業）

鋼製品関連事業につきましては、積極的な営業活動を展開いたしました結果、売上高は10億91百万円と前年同四半

期と比べ４百万円減収（0.4％減）、営業利益は１億28百万円と前年同四半期と比べ０百万円増益（0.2％増）になり

ました。

（デンタル関連事業）

デンタル関連事業につきましては、競争激化の中で新規開拓及び買替需要発掘に努めました結果、売上高は10億74

百万円と前年同四半期と比べ42百万円増収（4.1％増）、営業利益は81百万円と前年同四半期と比べ61百万円増益

（312.4％増）になりました。

（書庫ロッカー関連事業）

書庫ロッカー関連事業につきましては、工場の生産力向上に努めました結果、売上高は11億33百万円と前年同四半

期と比べ１億20百万円増収（11.9％増）、営業利益は77百万円と前年同四半期と比べ７百万円増益（11.4％増）にな

りました。

（ＯＡフロア関連事業）

ＯＡフロア関連事業につきましては、売上高は99百万円と前年同四半期と比べ56百万円減収（36.1％減）、営業利

益は11百万円と前年同四半期と比べ２百万円減益（17.7％減）になりました。

（自動車関連事業）

自動車関連事業につきましては、国内市場における輸入車のシェア増加に努めましたが、売上高は３億70百万円と

前年同四半期と比べ１億91百万円減収（34.0％減）、営業利益は２百万円と前年同四半期と比べ１百万円減益

（33.4％減）なりました。

（不動産賃貸関連事業）

不動産賃貸関連事業につきましては、売上高は１億４百万円と前年同四半期と比べ79百万円増収（317.2％増）、営

業利益は70百万円と前年同四半期と比べ62百万円増益（808.4％増）となりました。

（その他）
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その他の売上高は54百万円と前年同四半期と比べ８百万円増収（17.8％増）、営業利益は12百万円と前年同四半期

と比べ３百万円増益（38.7％増）になりました。

 
第２四半期連結累計期間より、報告セグメントの区分を変更しており、前四半期連結累計期間につきまして変更後

の区分に基づいた数値により比較を行っております。

 
（２）財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末の総資産は36億36百万円となり、前連結会計年度末に比べ12百万円増加しました。

（流動資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べ、現金及び預金の減少１億56百万円、受取手形及び売掛金の増加77百万円、

繰延税金資産の増加31百万円等により、49百万円減少しました。

（固定資産）

固定資産は、前連結会計年度末に比べ、有形固定資産の増加35百万円、敷金及び保証金の増加10百万円、投資有価

証券の増加８百万円等により、62百万円増加しました。

（流動負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べ、支払手形及び買掛金の減少14百万円、未払金の減少２億73百万円、未払法

人税等の増加61百万円、賞与引当金の増加78百万円、その他の増加57百万円等により、91百万円減少しました。

（固定負債）

固定負債は、前連結会計年度末に比べ、退職給付引当金の減少12百万円、厚生年金基金解散損失引当金の増加56百

万円、繰延税金負債の減少12百万円等により、33百万円増加しました。

（純資産）

純資産は、前連結会計年度末に比べ、利益剰余金の増加66百万円等により、70百万円増加しました。

 
（３）事業上及び財務上の対処すべき問題

当第３四半期連結累計期間において、当社の事業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）研究開発活動

当第３四半期連結累計期間において支出した研究開発費の総額は１億４百万円であります。

なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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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 71,000,000

計 71,000,000
 

 
② 【発行済株式】

 

種類

第３四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成26年９月30日)

提出日現在

発行数(株)

(平成26年11月14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 17,760,000 17,760,000
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
（スタンダード）

単元株式数
1,000株

計 17,760,000 17,760,000 － －
 

 
(2) 【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) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 
 

(5) 【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

(千株)

発行済株式

総数残高

(千株)

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26年９月30日 ― 17,760 ― 1,090,800 ― 64,000
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(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することが

できませんので、直前の基準日である平成26年６月30日の株主名簿により記載しております。

 
① 【発行済株式】

平成26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 10,000

完全議決権株式（その他） 普通株式 17,729,000 17,729 －

単元未満株式 普通株式 21,000 － －

発行済株式総数  17,760,000 － －

総株主の議決権  － 17,729 －
 

（注）１　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券振替機構名義の株式が2,000株含まれております。

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数２個が含まれております。

２　当第３四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成26年６月30日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

② 【自己株式等】

平成26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）      

日本アイ・エス・
ケイ株式会社

東京都台東区

元浅草2-7-13
10,000 － 10,000 0.06

計 － 10,000 － 10,000 0.06
 

 
２ 【役員の状況】

　　　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
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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３四半期連結会計期間（平成26年７月１日から平成

26年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成26年１月１日から平成26年９月30日まで）に係る四半期連結

財務諸表について、監査法人日本橋事務所により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25年12月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 508,820 352,168

  受取手形及び売掛金 ※2  1,039,571 ※2  1,117,148

  商品及び製品 140,402 142,782

  原材料 112,138 114,021

  仕掛品 22,588 18,265

  繰延税金資産 30,028 61,952

  その他 6,671 3,881

  貸倒引当金 △831 △782

  流動資産合計 1,859,387 1,809,437

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 491,550 542,225

   機械装置及び運搬具（純額） 107,825 88,280

   土地 980,731 980,731

   その他（純額） 7,641 11,571

   有形固定資産合計 1,587,749 1,622,808

  無形固定資産   

   ソフトウエア 1,533 1,827

   電話加入権 7,084 7,084

   無形固定資産合計 8,617 8,911

  投資その他の資産   

   投資有価証券 92,775 101,031

   敷金及び保証金 74,504 84,508

   繰延税金資産 72 －

   その他 300 9,393

   投資その他の資産合計 167,653 194,933

  固定資産合計 1,764,019 1,826,653

 資産合計 3,623,407 3,636,091

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 ※2  812,995 ※2  798,653

  未払金 492,677 218,723

  未払法人税等 13,154 74,359

  賞与引当金 48,624 126,752

  その他 123,651 180,884

  流動負債合計 1,491,102 1,399,372

 固定負債   

  退職給付引当金 12,001 －

  役員退職慰労引当金 25,893 30,007

  厚生年金基金解散損失引当金 － 56,239

  繰延税金負債 59,031 46,661

  その他 75,098 73,001

  固定負債合計 172,023 205,908

 負債合計 1,663,126 1,605,281

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,090,800 1,090,800

  資本剰余金 64,000 64,000
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  利益剰余金 751,368 817,495

  自己株式 △1,530 △1,591

  株主資本合計 1,904,637 1,970,703

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 16,216 19,077

  その他の包括利益累計額合計 16,216 19,077

 少数株主持分 39,426 41,027

 純資産合計 1,960,280 2,030,809

負債純資産合計 3,623,407 3,636,091
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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)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
　至 平成25年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年１月１日
　至 平成26年９月30日)

売上高 3,929,160 3,928,569

売上原価 2,967,883 2,850,365

売上総利益 961,277 1,078,203

販売費及び一般管理費   

 販売費 75,409 83,270

 一般管理費 797,086 822,319

 販売費及び一般管理費合計 872,495 905,590

営業利益 88,781 172,613

営業外収益   

 受取利息 2 1

 受取配当金 1,588 1,506

 作業くず売却益 11,451 11,261

 助成金収入 － 1,405

 その他 8,161 2,707

 営業外収益合計 21,204 16,883

営業外費用   

 支払利息 4,451 4,206

 手形売却損 558 73

 その他 15 0

 営業外費用合計 5,025 4,281

経常利益 104,960 185,215

特別損失   

 固定資産除却損 161 526

 厚生年金基金解散損失引当金繰入額 － 56,239

 特別損失合計 161 56,766

税金等調整前四半期純利益 104,799 128,449

法人税、住民税及び事業税 57,759 88,759

法人税等調整額 △39,189 △45,789

法人税等合計 18,569 42,970

少数株主損益調整前四半期純利益 86,229 85,479

少数株主利益 187 1,601

四半期純利益 86,041 83,877
 

EDINET提出書類

日本アイ・エス・ケイ株式会社（旧会社名　キング工業株式会社）(E01656)

四半期報告書

10/18



【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)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
　至 平成25年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年１月１日
　至 平成26年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 86,229 85,479

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 10,235 2,860

 その他の包括利益合計 10,235 2,860

四半期包括利益 96,464 88,340

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 96,276 86,738

 少数株主に係る四半期包括利益 187 1,601
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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。

 
(会計方針の変更等)

該当事項はありません。

 
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

該当事項はありません。

 
(追加情報)

厚生年金基金解散損失引当金

　厚生年金基金解散に伴い発生が見込まれる損失に備えるため、解散時の損失の合理的な見積額を計上しており

ます。

　当社が加入する複数事業主制度の「東京都家具厚生年金基金」は、平成26年9月22日の代議員会で特例解散の決

議がなされたことにより、同基金解散に伴い発生する損失の合理的な見積額の算定が可能となったことから、四

半期連結損益計算書の特別損失に厚生年金基金解散損失引当金繰入額56百万円、四半期連結貸借対照表の固定負

債に厚生年金基金解散損失引当金56百万円計上しております。

 
(四半期連結貸借対照表関係)

１　受取手形割引高

 

 前連結会計年度
（平成25年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
（平成26年９月30日)

受取手形割引高 2,636千円 －千円
 

 

※２　四半期連結会計期間末日満期手形

 

　　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、前
連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、前連結会計年度末残高に含まれておりま
す。

 

 前連結会計年度

（平成25年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

（平成26年９月30日)

受取手形 7,457千円 －千円

支払手形 10,670千円 －千円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四

半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
 前第３四半期連結累計期間

(自　平成25年１月１日

至　平成25年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成26年１月１日

至　平成26年９月30日)

減価償却費 40,535千円 56,772千円

 

 
(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間（自　平成25年１月１日　至　平成25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25年３月27日
定時株主総会

普通株式 17,751 1.00 平成24年12月31日 平成25年３月28日 利益剰余金
 

 

２　基準日が当第３四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３四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。

 

３　株主資本の著しい変動に関する事項

　該当事項はありません。

 

 

当第３四半期連結累計期間（自　平成26年１月１日　至　平成26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26年３月28日
定時株主総会

普通株式 17,750 1.00 平成25年12月31日 平成26年３月31日 利益剰余金
 

 

２　基準日が当第３四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３四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。

 

３　株主資本の著しい変動に関する事項

　該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自 平成25年１月１日 至 平成25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

その他

（注）1
合計

調整額

（注）2

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）3

鋼製品

関連事業

デンタル

関連事業

書庫ロッ

カー

関連事業

ＯＡフロア

関連事業

自動車

関連事業

不動産賃貸

関連事業
計

売上高            

1.外部顧

客への

売上高

1,095,405 1,032,459 1,012,679 155,585 561,738 25,122 3,882,990 46,170 3,929,160 － 3,929,160

2.セグメ

ント間

の内部

売上高

又は振

替高

－ － 22,083 － － － 22,083 － 22,083 △22,083 －

計 1,095,405 1,032,459 1,034,762 155,585 561,738 25,122 3,905,073 46,170 3,951,243 △22,083 3,929,160

セグメン

ト利益
128,487 19,819 69,430 13,548 3,147 7,717 242,150 8,770 250,920 △162,139 88,781

 

(注) １  「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、建物等の賃貸を行っております。

２  セグメント利益の調整額△162,139千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告

セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３ 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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Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自 平成26年１月１日 至 平成26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

その他

（注）1
合計

調整額

（注）2

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）3

鋼製品

関連事業

デンタル

関連事業

書庫ロッ

カー

関連事業

ＯＡフロア

関連事業

自動車

関連事業

不動産賃貸

関連事業
計

売上高            

1.外部顧

客への

売上高

1,091,166 1,074,706 1,133,406 99,454 370,643 104,811 3,874,189 54,380 3,928,569 － 3,928,569

2.セグメ

ント間

の内部

売上高

又は振

替高

－ － 4,969 － － － 4,969 － 4,969 △4,969 －

計 1,091,166 1,074,706 1,138,376 99,454 370,643 104,811 3,879,159 54,380 3,933,539 △4,969 3,928,569

セグメン

ト利益
128,733 81,745 77,368 11,146 2,095 70,100 371,189 12,163 383,352 △210,739 172,613

 

(注) １  「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、工具の販売等を行っております。

２ セグメント利益の調整額△210,739千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告

セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３ 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。

 
２.報告セグメントの変更等に関する事項

（セグメント区分の変更）

　第２四半期連結累計期間より、従来「その他」に含めておりました「不動産賃貸関連事業」について量的な重要性

が増したため、報告セグメントとして記載する方法に変更しております。

　なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成した

ものを開示しております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年９月30日)

１株当たり四半期純利益（円） 4.85 4.73

  （算定上の基礎）   

  四半期純利益（千円） 86,041 83,877

  普通株主に帰属しない金額（千円） － －

  普通株式に係る四半期純利益（千円） 86,041 83,877

  普通株式の期中平均株式数（千株） 17,751 17,750
 

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

 
 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 
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26年11月14日

日本アイ・エス・ケイ株式会社

取締役会  御中

 

監査法人日本橋事務所
 

 

指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士   森　　岡　　健　　二　　㊞

 

 

指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士   遠　　藤　　洋　　一　　㊞

 

 

指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士    千　　保　　有　　之　　㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本アイ・エ

ス・ケイ株式会社（旧会社名キング工業株式会社）の平成26年１月１日から平成26年12月31日までの連結会計年度の第

３四半期連結会計期間（平成26年７月１日から平成26年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成26年１月１

日から平成26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営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、日本アイ・エス・ケイ株式会社（旧会社名キング工業株式会社）

及び連結子会社の平成26年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適

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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