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トップメッセージ

成長戦略を確実に実行し、
安定的に利益を創出するための企業体質
強化を積極的に推進します。
ごあいさつ
株主の皆さまにおかれましては、日頃より当社事業への多
大なるご理解と、ご支援を賜り心より厚く御礼申し上げます。
第77期は、最優先課題として掲げた業績の黒字V字回復

連結決算ハイライト

売上高

（単位：百万円）

24,863 24,535

2015年
3月期

2016年
3月期

22,774

2017年
3月期

26,275 26,500

経常利益

1,109
281

2018年 2019年
3月期 3月期
（予想）

2015年
3月期

2016年
3月期

ここに
「第77期株主通信」をお届けし、第77期の状況と、
今年度第78期の展望についてご報告させて頂きます。

代表取締役社長

グループの経営理念
絶え間ない革新により、お客様から満足と信頼を頂く
製品・サービスを提供し続けることを通し、社会に貢
献します。
その実現に携わる全ての人々が生き甲斐と働き甲斐を
見いだすことのできる企業であり続けます。
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243

△3,401

2017年
3月期

2018年 2019年
3月期 3月期
（予想）

2015年
3月期

2016年
3月期

555

550

△2,738

2017年
3月期

2018年 2019年
3月期 3月期
（予想）

画の最終年度となる今年度の数値目標を、先の5月10日に

社株主に帰属する当期純利益は、期初業績予想を達成する

公表どおり、遺憾ながら見直しをさせて頂きました。

ことができました。
また、配当につきましても、期初予想のとおり期末配当
として1株当たり3円を実施させて頂きました。

当社グループは、今年度第78期を次代へ繋げる「New

Way」 確立を目指し、次世代コア技術の習得、
獲得に向け、更なる技術力強化、推進を図り、成長戦略の
確実な実行と、安定的に利益を創出するための企業体質強

今年度第78期の取組み
当社グループを取り巻く事業環境は、放送システム事業
につきましては、特に国内放送市場では設備更新需要が見

第77期を振り返って

588

600

替変動の影響もあり若干下回りましたが、営業利益、親会

を達成し、継続的に利益を創出できる経営基盤の確立へ向
けた大きな第一歩を踏み出すことができました。

（単位：百万円）

1,159

親会社株主に帰属する
当期純利益
（単位：百万円）

化を積極的に推進し、数値目標の達成に果敢にチャレンジ
して参ります。
配当につきましては、現段階において、期末配当として
1株当たり3円の配当を実施させて頂く予定です。

込まれ、本年12月の4K、8K放送の実運用開始により、東

なお、第77回定時株主総会でご承認頂きましたとおり、本

京オリンピック・パラリンピックへ向けた4K、8K対応の設

年10月1日をもって投資単元株式数の100株への移行と併

第77期は、国内の放送市場、公営競技市場等のデジタル

備投資需要にも弾みがつくものと思われます。一方、産業

せ、証券取引所が望ましいとする投資単位の水準（５万円以

ハイビジョン設備の更新需要の増加を受けて、放送システ

システム事業は、セキュリティ市場では、安心・安全の確

上50万円未満）を維持し、また各株主さまの議決権の数に

ム事業の売上高が大きく伸長するとともに、産業システム

保や防犯、防災意識の高まりによる需要、医療市場におい

変更が生じることがないよう、当社普通株式10株を1株に併

事業でもメディカル、セキュリティ、検査の3事業で販売が

ても、医療の高度化を背景とした高画質・高精細映像機器

合させて頂きます。

堅調に推移したことにより、前年同期の売上高を大きく上

の需要、検査市場では、品質･安全性の確保や、作業効率の

当社グループは、これからも株主の皆さまのご期待にお

回り、期初業績予想を達成することができました。

改善など、様々な分野で検査装置の需要が高まることも見

応えできますよう、更なる企業価値向上を目指し、取締役

込まれていますが、それぞれの市場の成長度合いは、当初

はじめ全従業員一丸となり邁進して参りますので、株主の

の見込みより緩やかに推移していくと考えております。

皆さまにおかれましては、引続き絶大なるご理解とご支援

損益面につきましても、売上高の増加と併せ、継続して
実施してきましたコスト構造の改善が進み、国内の大型案
件において、その成果が表れたこともあり、経常利益は為

こうした市場環境の動向を総合的に勘案し、中期経営計

を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
REPORT
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3ヵ年中期経営計画の最終年度となる第78期の展望

事業分野の施策

Quality Innovation の

放送

飽くなき追求

当社グループを取り巻く事業環境の展望
放送システム事業では、国内の放送市場で地上デジタル放送ス
タート時に導入した設備の更新と、2020年の東京オリンピック・
パラリンピックを視野に入れた4K対応機器、システムの採用が
徐々に進んでいくことが見込まれます。海外においても、現行
のフルハイビジョン
（2K）
から更なる高解像度を目指した4K対応
への設備投資、東南アジア、西アジア、中東地域、中南米地
域など、デジタルハイビジョン放送への移行に伴う設備投資の
継続が期待されます。一方、産業システム事業でも、セキュリ
ティ市場での高画質･高機能への要求が高まることが予想されま

第78期の取り組み

「New

の確立へ向けて

Way」

これ迄培ったプロに貢献するプロとしてのモノづく
りの
「匠の技」
を、顧客ごとの知見や経験を活かし
て、真の顧客ニーズを追求した顧客起点のソリュー
ションビジネスに置き換え、ビジネス展開し、社会

重点施策

を背景に、4K、8Kの高画質、高精細映像機器への期待が一層

■ 技術力強化の加速・推進

効率の改善など、様々な分野で検査装置の需要が見込まれるな
ど、各市場とも今後の成長は期待されますが、そのスピードは
緩やかに推移していくことが想定されます。

26,500

百万円
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営業利益

700

百万円

経常利益

600

百万円

注力テーマ

● ベースとなる放送システム事業の維持・拡大と
利益創出
● 更なる高度技術の獲得と他社に先駆けた差異化
製品の開発

● 海外OEM事業の拡大
● メディカル映像システムソリューションメーカー
への進化

引き続き見込まれる国内での更新需要を確実に取り込み、海

既存のOEM先との関係強化を図るとともに、更なる新規顧客

外におけるデジタルハイビジョン化需要を確実に取り込みます。

の開拓により、海外を中心としたOEM事業の更なる拡大を推

また、国内外の4K需要への対応を強化するとともに、各国、

進します。また、事業領域拡大を目指し、単体プラットフォー

各地域にマッチした市場戦略、製品戦略、販売戦略の立案･実

ムを核としたシステムパッケージ化とソリューションの展開を追

行を強化していきます。並行して他社に先駆けた差異化製品

求します。

開発を継続していきます。

検査

■ 産業システム事業の強化
■ 海外事業の強化
■ 利益創出構造の構築強化

第78期連結業績予想
（平成30年4月１日～平成31年3月31日)
売上高

注力テーマ

に貢献して参ります。

す。医療機器市場においても世界規模で加速する医療の高度化
高まっており、検査機市場では、品質、安全性の確保や、作業

メディカル

親会社株主に
帰属する
当期純利益

550

百万円

１株当たり
当期純利益

9.18

円

年間配当
（期末配当）

3.00

円

セキュリティ

注力テーマ

注力テーマ

● 差異化製品戦略の推進
● 事業領域の拡大

● ハイエンドニッチ市場への注力
● 利益率拡大

主力の製薬市場での需要を確実に取り込み、ビッグデータの

官公庁や防衛、交通など、当社が得意とするハイエンド分

利用など、更なる付加価値の追求により製品競争力を強化す

野、また、耐放性、超高感度、ワイドダイナミックレンジ

るとともに、平面および粉体検査装置の販路を拡大すること

や、画像鮮明化等ハイエンド技術が求められる特殊市場に

で、事業領域の拡大と海外市場への展開を目指します。

特化した製品を投入し続けることで、利益の拡大を目指し
ます。
REPORT
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脳神経外科医 福島孝徳先生

のカメラ技術の
素晴らしさについて語る

樫村：当社の製品についてどのような感想をお持ちで

の良さなどソフト面でのアフターサービスも池上の良

しょうか。

いところと思います。

福島先生：今は池上のフルHDカメラを使用しています

樫村：当社では現在8K/4Kカメラ開発に注力しており

が、感度や色再現性、なかでも赤の色再現性に非常に

ますが、今後、映像機器が脳神経外科の手術にどのよ

満足しています。ひょんなことから他社の4Kカメラと

うな貢献ができるか、また、未来の映像機器に期待す

比較をすることがあったのですが、HDカメラであるに

ることをお聞かせ下さい。

も関わらず池上の映像の方が圧倒的に良かったと感じ

福島先生：高解像度なカメラを期待しています。フル

ましたね。 また、何かあれば飛んで来てくれる小回り

HDの先、4K、更には8Kと高精細化の技術を追求して
いくことで更なる医療の発展に寄与して欲しいと考え

「Carolina Neuroscience Institute」
にて

ています。

当社CXO
（Customer Experience Officer) 樫村より
脳神経外科医福島孝徳先生に
当社カメラについて伺いました。

福島先生 池上を語る （左：池上 樫村、右：福島先生）
手術用顕微鏡にMKC-500HDを
搭載

樫村：先生と当社とのつながりはとても長いと伺っていま

返ったことを鮮明に記憶しています。当時私が考案した

す。どのようなきっかけからでしょうか。

＊
術式である鍵穴式手術
（ダイムサージャリー）
の撮影を支

福島先生：1978年に私が海外での勤務を終え日本に

えてくれました。私の画期的な手術手法が鮮明に収録さ

「やはり池上の真髄は放送用カメラです。映像のプロフェッショナルとして、高品質が求められる放送用カメラでも、確固た

戻ってからですから、もうかれこれ40年来の付き合いに

れたビデオを見たアメリカの教授が来日し、実際の手術

る存在感を示し続けて欲しい。 そして、メディカル市場では、4Kの推進など高精細化を追求し医療分野でもその技術力を

なります。当時私が戻った病院では“単管式”と呼ばれる

を見学に来たほどです。

遺憾なく発揮して頂きたい。 開発力と革新的なアイディアを駆使するところが池上の良いところだと思います。 他社よりも

撮像管を一本採用したカメラを顕微鏡用カメラとして使用

その後も池上の開発責任者の方と意見交換等を行い、

していました。その当時から私は常々、自身の手術技術

開発された3DカメラLKシリーズで撮影した立体感溢れる

を高性能なカメラで撮影し、日本一、世界一の手術映像

映像を学会で使ったことを良く憶えています。医療3D映

を世に広めたいと思っておりました。調べたところ、池上

像の先駆けとなったのではないでしょうか。

が当時手術顕微鏡用途に撮像管を三本使用し製品化して

＊ 福島式鍵穴手術とは：脳外科手術で必要な開頭の範囲を最小限にとど
め、患者様の身体的な負担とリスクをおさえる術式です。

いた医療用カメラMKCシリーズと出会い、勤めていた
病院にすぐに掛け合いカメラを購入しました。
樫村：最も印象的な当社との関わりをお聞かせ下さい。
福島先生：やはりなんといっても初めて池上の三管式の
カメラの映像を見たときではないでしょうか。“綺麗”とい
う印象が残っています。特に赤の再現性が非常に素晴ら
しく、学会発表の時に池上のカメラを使用した手術映像
を発表した際には私の手術技術も相まって会場が静まり
05

高解像4K カメラ
MKC-750UHD

REPORT

三管式カメラ 309C

3D カメラ LK シリーズ:アームに 2 台の小型カメ
ラヘッド ( 銀色 ) を搭載

最後に福島先生から池上通信機にメッセージを頂きました

良いものを製作するということを追求し、“日本一、世界一のモノづくり”を行って、全世界に発信して頂きたい。」
福島孝徳先生 経歴
● 1942年 東京都生まれ。
● 1968年 東京大学医学部卒業後、同大学医学部附属病院脳神経外科臨床・研究医員に。研修医1年
目にして世界初の脳内視鏡、手術用ファイバーエンドスコープを開発し世界の注目を浴びる(26歳)。
ドイツのベルリン自由大学Steglitzクリニック脳神経外科研究フェロー(2年間)、米国メイヨー・クリ
ニック脳神経外科臨床・研究フェロー(3年間)を経て、1978年から東京大学医学部附属病院脳神経
外科助手、1980年から三井記念病院脳神経外科部長を務め、頭蓋底の鍵穴手術法を確立。
● 1989年~1990年 ロサンゼルスUCLA脳神経外科にて頭蓋底手術プログラムを開設。
● 1991年 南カリフォルニア大学医療センター脳神経外科教授に就任。米国永住を決意。
● 1994年 ペンシルバニア医科大学アルゲニー総合病院脳神経外科教授、アルゲニー脳神経研究所
頭蓋底手術センター所長を歴任。手術や講義のために世界を駆け巡りながら、後進のため頭蓋底手
術実習セミナーを開催。
● 1998年 カロライナ頭蓋底手術センター所長およびデューク大学脳神経外科教授に。
現在、カロライナ脳神経研究所、デューク大学とウエスト・ヴァージニア大学の教授を務め、脳神経
外科顕微鏡手術の
「全米トップの権威」
と評される。スウェーデンのカロリンスカ研究所、フランス・マ
ルセイユ大学の教授、イタリア・ローマ大学、ドイツ・フランクフルト大学の客員教授も兼任する。
＊ 経歴:脳神経外科医 福島孝徳 公式サイト(http://dr-fukushima.com/)より引用
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株式会社ジャパネットたかた様の
東京・麻布十番の新スタジオに
ロボットカメラ／スタジオサブシステムを納入
ジャパネットたかた様は、オフィスを2017年5月に移転・統合し、東京・麻布十番に新オフィスを開設しました。
これまで六本木にあったテレビスタジオを、同オフィス内に移設リニューアルオープンし、7月7日より放送を
開始。六本木スタジオのマスター、スタジオ、編集などの放送設備を一括して納入した当社が、これらを麻布
十番オフィスへ移設･再構築しました。ロボットカメラシステムを備えたBスタジオは、無人化をコンセプトに、
当社が受注、新設を行いました。Cスタジオはネット専用スタジオとしてこちらも新設されています。Bスタジ
オは、オフィスとのつながりを大切にされており、スタジオの壁には窓が設けられ業務エリアから収録の様子を
いつでも見られるようになっています。

新設されたBスタジオ（ロボットカメラは2017年10月から運用開始）

Bサブ

スイッチャ

CSS-400

当社選定理由について
今回、Bスタジオの新設に際しましては、前回の六本木スタジオの施工での当社
の信頼と安心感を高く評価頂きました。また、スペース的な制約があるなか、コン
パクトで運用性の高いシステムを提案できたことが、受注の決め手となりました。

ロボットカメラの運用
短い尺のスイッチングでは、次のシーンの画角合わせを瞬時にしなければなら
ず、カメラマンではなかなか難しい面もあります。ロボットカメラの場合には、画

麻布十番オフィスの移設、開設について

角を記憶していますので、瞬時に確実な画角合わせが可能です。ジャパネットた
かた様では、ロボットカメラの利点を商品撮影に生かした運用をされています。

麻布十番オフィスAスタジオの設備は、2012年に開設した六本木スタジ
オの機器をそのまま移設しています。Bスタジオは新設で、生放送と収録を

Bスタジオについて

並行して行うことで、収録本数を増やすことを目的に設備されました。3つ
のスタジオが完成したことで、現在は午後帯に生放送を3本放送しているそ

Bスタジオは天井が低く、商品撮影においてテカリがでてしまう懸念がありまし

うです。
Bスタジオでの収録

B スタジオにおけるロボットカメラシステムの導入

れています。スタジオと隣接して執務室があり、バイヤーの方やインターネット

ポータブルカメラ HDK-79EXⅢ 1式

ジャパネットたかた様では、豊富な種類の商品をお客様にご紹介するため、

手をかけずに運用していくにはどのような方法があるかを考え、Bスタジオは

様々な番組制作に取り組んでおられます。

ロボットカメラによるワンマンオペレーションでの収録を選択されました。

Bスタジオの運用は、ロボットカメラの可能性を追究する機会でもあります。
Bサブ

REPORT

スタジオカメラ HDK-790GX

タジオの様子がわかるように、スタジオにはガラス窓がついています。

ジャパネットたかた様では、Bスタジオ開設にあたり、Aスタジオは生放送、

Bスタジオ / サブ 主な機器構成

たが、ジャパネットたかた様では、照明をできるだけ上につける工夫をして対応さ
関連のスタッフの方もいらっしゃるので、どのように商品を訴求しているのか、ス

Bスタジオは収録とし、運用の目的を明確にしました。その中で、あまり人
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ロボットカメラのオペレーション

より多くの物をより判り易く伝えたいというジャパネットたかた様のご要望にお

2式

ベースステーション BS-98

2式

ベースステーション BS-97

1式

ロボットカメラシステム

3式

映像スイッチャ CSS-400

1式

音声システム

1式

応えするため、当社では今後も表現豊かな番組制作の実現に向け、高い映像技
術力で貢献してまいります。

REPORT
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連結財務データ

コーポレートデータ

（2018年3月31日現在）

連結損益計算書の概要

（単位：百万円）

26,275

22,774

資産について

688

△3,232 △3,401 △2,738
売上高

営業利益

経常利益 親会社株主に
帰属する
当期純利益

売上高

第76期

営業利益

経常利益 親会社株主に
帰属する
当期純利益

2017年4月1日～2018年3月31日

連結貸借対照表の概要

（単位：百万円）

資産合計 負債純資産合計
28,674
28,674

流動資産
23,961

固定資産
4,713

資産合計 負債純資産合計
27,444
27,444

流動負債
12,499

流動資産
22,960

固定負債
5,052
純資産合計
11,122

固定資産
4,483

第76期

（単位：百万円）

現金及び
現金同等物の
期末残高
5,441
投資活動
による
キャッシュ・
フロー
△295

財務活動
による
キャッシュ・
フロー
△1,081

第77期

2017年4月1日～2018年3月31日

REPORT

固定負債
4,028

2018年3月31日現在

営業活動
による
キャッシュ・
フロー
△2,240

現金及び
現金同等物に
係る
換算差額
△14

総資産は、274億44百万円であり、前連結会計
年度末に比べ12億30百万円減少しました。流
動資産は、前連結会計年度末に比べ10億円減の
229億60百万円となりました。固定資産は、前
連結会計年度末に比べ2億29百万円減の44億83
百万円となりました。

会社概要
商

号

税金等調整前当期純利益6億42百万円を計上し、
減価償却費6億84百万円、売上債権の増加額28
億98百万円、仕入債務の増加額5億67百万円、
未払金の減少額19億9百万円等により、22億40
百万円の支出となりました（前年同期比49億29
百万円の支出増加）。

投資活動によるキャッシュ・フローについて

有形固定資産の取得による支出2億44百万円、
無形固定資産の取得による支出75百万円、投資
有価証券の売却による収入39百万円等により、
2億95百万円の支出となりました（前年同期比12
億４百万円の支出増加）。

財務活動によるキャッシュ・フローについて

リース債務の返済による支出1億65百万円、長
期借入れによる収入4億49百万円、長期借入金
の返済による支出9億48百万円、社債の償還に
よる支出3億12百万円等により、10億81百万円
の支出となりました（前年同期比30億55百万円
の支出増加）。

池上通信機株式会社

発行可能株式総数
発行済株式総数

IKEGAMI TSUSHINKI CO.,LTD.

本社所在地

〒146-8567 東京都大田区池上五丁目 6番16号

事

営業拠点：	営業本部
、大阪支店、
（東京都）
名古屋支店、福岡営業所、仙台営業所、
札幌営業所、池上駐北京事務所
開発拠点：技術開発センター（川崎市）
生産拠点：	システムセンター（藤沢市）、
プロダクトセンター（宇都宮市）

業

所

負債純資産について

負債総額は157億4百万円であり、前連結会計年
度末に比べ18億46百万円減少しました。流動負
債は前連結会計年度末に比べ8億23百万円減の
116億76百万円、固定負債は前連結会計年度末
に比べ10億23百万円減の40億28百万円となり
ました。純資産は前連結会計年度末に比べ6億16
百万円増加し、117億39百万円となりました。

株式の状況

英 文 商 号

グループ会社

Ikegami Electronics(U.S.A.),Inc.

Headquarters(New Jersey)、West Coast office(California)、
Southwest office(Texas)、Southeast office(Florida)

Ikegami Electronics(Europe)GmbH
Headquarters(Germany)、U.K. Branch

Ikegami Electronics Asia Pacific Pte.Ltd.

営業活動によるキャッシュ・フローについて

純資産合計
11,739

連結キャッシュ・フロー計算書の概要
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流動負債
11,676

第77期

2017年3月31日現在

現金及び
現金同等物の
期首残高
9,072

555

588

第77期

2016年4月1日～2017年3月31日

決算のポイント

Headquarters(Singapore）

株式会社テクノイケガミ
従 業 員 数
創
資

立
本

金

716名（連結891名）
1948年2月21日

（個人創業：1946年9月10日）

200,000,000株
72,857,468株
（うち自己株式 12,939,053株）

（注）
	自己株式数には、株式付与ＥＳＯＰ信託
口が保有する自己株式3,551,000株と、
従業員持株ESOP信託口が保有する自
己株式292,000株が含まれています。

株

主

数

大

株

主

8,727名

大株主（上位10名）

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（株式付与ESOP信託口）
遠藤四郎
豊嶋利夫
日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）
日本トラスティ･サービス信託銀行
株式会社（信託口5）
日本トラスティ･サービス信託銀行
株式会社（信託口）
野村信託銀行株式会社
（投信口）
池上通信機従業員持株会
池上通信機取引先持株会
日本トラスティ･サービス信託銀行
株式会社（信託口2）

持株数（千株） 持株比率（％）

3,551

5.57

2,028
1,701

3.18
2.67

1,577

2.47

1,211

1.90

1,105

1.73

1,026
998
963

1.61
1.57
1.51

876

1.37

（注）
	持株比率は株式付与ESOP信託口が保有する自己株式3,551,000
株と、従業員持株ESOP信託口が保有する自己株式292,000株を
除いた自己株式9,096,053株を控除して計算しています。

7,000 百万円

役員（2018年6月28日現在）
代表取締役社長

清森

洋祐

社外取締役

山﨑

雅彦

常務取締役

神田

直樹

社外取締役

永井

研二

取

締

役

駒野目裕久

常勤監査 役

千葉

悦雄

取

締

役

青木

隆明

社外監査役

永島

建二

取

締

役

小原

信恒

社外監査役

渡辺

敏治

取

締

役

大木

孝志

取

締

役

小島

睦

所有者別分布状況
金融機関 13,589,577 株 18.65%
金融商品取引業者 2,175,987株 2.99%
その他法人 4,403,694株 6.04%
外国法人等 2,480,967株 3.41%

個人その他 41,111,190株 56.43%
自己名義株式 9,096,053株 12.48%
REPORT
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株主さまインフォメーション
株主メモ
事

業

年

度

定 時 株 主 総 会

毎年6月

配当金受領株主確定日

3月31日

単

元

株

式

数

株 主 名 簿 管 理 人
特別口座の口座管理機関
同

公

連

告

絡

方

先

法

ホームページのご案内

毎年4月1日から翌年３月31日まで

最新ニュースを参照できるほか、当社の業務について
ご紹介しています。また、決算数値などのIR関連印刷物

(中間配当を実施するときの株主確定日は9月30日です。
）

をダウンロードすることもできます。

1,000株

クリック

（ 平成30年10月1日を効力発生日として、100株に変更
する予定です。
）

三菱UFJ信託銀行株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
東京都府中市日鋼町１－１
0120-232-711(通話料無料)
郵送先 〒137-8081
新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

TOPページ

電子公告をもって行います。

公告掲載URL
www.ikegami.co.jp/equityrelated/fs-4

やむを得ない事由によって電子公告による公告をする
ことができない場合は、東京都において発行する日本
経済新聞に掲載します。

（ご注意）
1. 株主さまの住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設
されている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっています。口座を開設されて
いる証券会社等にお問い合わせください。株主名簿管理人
（三菱 UFJ 信託銀行）では
お取り扱いできませんのでご注意ください。

IRページ
会社情報ホームページ

池上通信機

www.ikegami.co.jp/

検索

2. 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が
口座管理機関となっていますので、上記特別口座の口座管理機関
（三菱UFJ信託銀行）
に
お問い合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎします。

IKEGAMI TSUSHINKI CO., LTD.

〒146-8567 東京都大田区池上5- 6- 16
TEL:03-5700-1111（大代） FAX：03-5700-1137

www. ik eg am i. co .jp/

見やすいユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

環境保全のため、FSC®認証紙と植物油インキを使用して印刷しています。

