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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34期

第２四半期連結
累計期間

第34期
第２四半期連結
会計期間

第33期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
９月30日

自平成20年
７月１日
至平成20年
９月30日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

売上高（千円） 13,242,791 6,601,562 28,235,192

経常利益（千円） 599,794 391,841 1,710,193

四半期（当期）純利益（千円） 314,259 225,011 984,600

純資産額（千円） ― 8,559,440 8,303,168

総資産額（千円） ― 24,890,024 23,851,404

１株当たり純資産額（円） ― 119,195.84 351,407.28

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
4,515.22 3,232.93 46,753.12

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（％） ― 33.3 34.2

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
317,632 ― △710,480

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△1,408,193 ― △1,691,121

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
504,895 ― 1,033,249

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
― 2,739,740 3,362,300

従業員数（人） ― 744 674

（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、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

４．平成20年４月１日付で、株式１株につき３株の株式分割を行っております。
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２【事業の内容】

当第２四半期連結会計期間において、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。

３【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。

名　　称 住　　所 資本金 主要な事業の内容
議決権の所有
割合又は被所
有割合（％）

関係内容

(連結子会社) 　  　  　

Mimaki-nbn GmbH

ドイツ連邦共和国

バイエルン州

ヘルシング市　

1,000千

ユーロ

コンピュータ周辺

機器の販売
100

主にドイツにおける当社

グループ製品の販売を

行っております。

役員の兼任があります。

　

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年９月30日現在

従業員数（人） 744 (186)

　（注）従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外からの出向者を含むほか、常用

パートを含む。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含む。）は、当第２

四半期連結会計期間の平均人員を（　）外数で記載しております。

(2）提出会社の状況

　 平成20年９月30日現在

従業員数（人） 530 (154)

　（注）従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外からの出向者を含むほか、常用パートを含む。）であ

り、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含む。）は、当第２四半期会計期間の平均

人員を（　）外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

当社グループはコンピュータ周辺機器事業の単一セグメントであります。そのため、エンドユーザーの属する市場に

対する機種群別に分類し記載しております。なお、その概略は下図のとおりであります。

［機種群分類略図］

(1）生産実績

　当第２四半期連結会計期間の生産実績を機種群別に示すと、次のとおりであります。

機    種    群
当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

　

Ｓ Ｇ 市 場 向 け（千円） 2,636,334  

Ｉ Ｐ 市 場 向 け（千円） 426,273  

Ｔ Ａ 市 場 向 け（千円） 183,509  

そ     の     他 （千円） 722,813  

合             計（千円） 3,968,931  

　（注）上記の金額は標準原価によっております。

(2）受注状況

　当社グループ（当社及び連結子会社）は見込み生産を行っているため、該当事項はありません。

(3）販売実績

　当第２四半期連結会計期間の販売実績を機種群別に示すと、次のとおりであります。

機    種    群
当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

　

Ｓ Ｇ 市 場 向 け（千円） 4,890,671  

Ｉ Ｐ 市 場 向 け（千円） 939,686  

Ｔ Ａ 市 場 向 け（千円） 266,979  

そ     の     他 （千円） 504,225  

合             計（千円） 6,601,562  

　また、当第２四半期連結会計期間の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品        目
当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

　

製  品  本  体（千円） 3,226,372  

イ    ン    ク（千円） 2,421,749  
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品        目
当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

　

そ    の    他（千円） 953,440  

合          計（千円） 6,601,562  

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．主要な販売先については、相手先別の販売実績の総販売実績に対する割合が100分の10未満であるため、記載

を省略しております。

２【経営上の重要な契約等】

当第２四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【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したも

のであります。

(1）業績の状況

　当第２四半期連結会計期間における世界経済は、米国のサブプライムローン問題を発端とした金融不安や資源価

格の高騰等により景気減速感が強まってまいりました。

　このような状況の中、当社グループは“品質を高める”をスローガンに掲げ、お客様のオンデマンド・ビジネスを

サポートするための施策を積極的に展開してまいりました。

　具体的施策といたしましては、当社の主力製品であるJV33-130／160を中心とした拡販に努めるとともに平成20年

７月にはドイツの販売会社を子会社化し販売網の拡充を進めたほか、加沢工場増築工事の竣工により、生産体制の

強化を図りました。また、同年８月には、プリントとカットの２つの機能を持つCJV30シリーズ等の新製品の発売を

開始しました。

　その結果、当第２四半期連結会計期間における売上高は66億１百万円、営業利益は４億99百万円、経常利益は３億

91百万円、四半期純利益は２億25百万円となりました。

　

　当社グループはコンピュータ周辺機器事業の単一セグメントであります。当第２四半期連結会計期間における機

種群別の売上は次のとおりであります。

［機種群別売上高］

　 売上高（百万円） 構成比率（％） 　

Ｓ Ｇ 市 場 向 け 4,890 74.1  

Ｉ Ｐ 市 場 向 け 939 14.2  

Ｔ Ａ 市 場 向 け 266 4.1  

そ     の     他 504 7.6  

合             計 6,601 100.0  

（SG市場向け）

　主力製品であるJV33-130／160を中心としたプリンタ本体の拡販に努めました。プリンタ本体の稼働台数の増加に

伴うインク等消耗品も売上に寄与しました。その結果、売上高は48億90百万円となりました。

（IP市場向け）

　既存製品の拡販に努め、インク等消耗品の売上が伸長したものの、プリンタ等本体売上は伸び悩みました。その結

果、売上高は９億39百万円となりました。

（TA市場向け）

　既存製品の拡販に努めましたが、プリンタ本体、インク等消耗品ともに売上は伸び悩みました。その結果、売上高は

２億66百万円となりました。
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　また、所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。

（日本地域）

　全国11ヶ所の営業拠点を中心に大小展示会への出展、ミニ展の開催等の取組みを積極的に行いました。アジア・パ

シフィック向け売上はSG市場向けを中心に大きく伸長いたしましたが、経済環境悪化の影響を受けた国内向け売上

の減少分を補うにはいたりませんでした。その結果、外部顧客に対する売上高は32億88百万円、営業利益は１億４百

万円となりました。

（北米地域）

　販売子会社MIMAKI USA,INC.において、当社グループ製品を販売するディーラーと協調して展示会を開催する等

の積極的な販売促進活動を行い、保守サービス面の強化にも注力いたしました。しかしながら、アメリカ経済低迷の

影響を受け、特にSG市場向け及びIP市場向けの売上が低迷したことに加え、米ドルの為替レートが円高傾向にあっ

たこと等から売上高が伸び悩みました。その結果、売上高は10億73百万円、営業利益は34百万円となりました。

（欧州地域）

　販売子会社MIMAKI EUROPE B.V.において、展示会出展等による積極的な営業活動を行うとともに、平成20年７月

にドイツの販売子会社Mimaki-nbn GmbHを取得し、販売体制の強化を図りました。SG市場向けではJV33シリーズを

中心に売上を伸ばしましたが、IP市場向け及びTA市場向けの売上が低迷したため、当該地域全体の売上も伸び悩み

ました。その結果、売上高は22億31百万円、営業利益は１億41百万円となりました。

（アジア地域）

　台湾御牧股?有限公司にて部品調達及びインクの組立を行っており、部品調達等コストの低減に注力いたしまし

た。また、御牧噴墨打印科技（浙江）有限公司においては、生産体制の整備に注力いたしました。その結果、売上高は

７百万円、営業損失は10百万円となりました。

　

(2）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物残高（以下「資金」という。）は、短期借入金の増加等に

よる調達があったものの、たな卸資産の増加や設備投資等に使用されたため、第１四半期連結会計期間末に比べ20

百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末には、27億39百万円となりました。なお、営業活動、投資活動、財務活動

別の詳細につきましては、次のとおりであります。

　営業活動の結果獲得した資金は１億71百万円となりました。これは、たな卸資産の増加７億67百万円等があったも

のの、税金等調整前四半期純利益３億86百万円に加え、為替差損３億69百万円、減価償却費３億24百万円等の資金の

獲得があったことによるものであります。

　投資活動の結果使用した資金は５億28百万円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出３億37百万

円、子会社株式の取得による支出２億64百万円等によるものであります。

　財務活動の結果獲得した資金は４億20百万円となりました。これは、短期借入金の増加６億円等があったことによ

るものであります。

　

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

(4）研究開発活動

　当第２四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は３億75百万円であります。

　なお、当第２四半期連結会計期間において、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。

(5）経営戦略の現状と見通し

　当社は、次のとおり機種群毎の経営戦略を展開してまいります。

（SG市場向け） 積極的なグローバル展開によって、SG市場でのトップを目指す

商品戦略：環境にやさしく省エネルギー化を実現するUVインク仕様のプリンタの商品化と、新興国向けローエン

ドタイププリンタの商品化及び先進国向けエントリーモデルシリーズのラインナップ化

販売戦略：新インクを採用したプリンタによる新たな用途開発の推進と、新興国市場の開拓及び先進国市場での

エントリーモデルシステムの提案による“MIMAKI”ブランドの定着

（IP市場向け） デジタル・オンデマンド生産を推進し、第２の柱へ

商品戦略：オンデマンド生産、多品種少量生産のニーズを満たすUVインクジェットプリンタの高速化、高画質化

に向けた性能向上と、三次元プリント技術開発の推進及び環境にやさしいUVインクの拡充

販売戦略：スクリーン・パッド印刷市場でのUVインクジェットプリンタの活用提案とデジタル化の推進
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（TA市場向け） トータルソリューションを提供し、デジタル化を推進

商品戦略：既存TA市場のニーズを満足する高速プリンタ、低価格捺染インク及び高発色昇華インク等の開発及び

Ｔシャツカウンタービジネスにマッチしたプリンタの開発

販売戦略：高速プリンタによる既存TA市場への販売強化とデジタル捺染のランニングコスト低減訴求、スポーツ

アパレル市場でのデジタル化の推進及びプリントサービスパートナーの新規開拓
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、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

当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の新設につい

て完了したものは、次のとおりであります。なお、当社は単一セグメントのためセグメント別の記載は省略しており

ます。

新設

①当社において、前四半期連結会計期間末に計画中であった加沢工場の工場設備の増築については、平成20年７

月に完了しております。

②御牧噴墨打印科技（浙江）有限公司において、前四半期連結会計期間末に計画中であった中国工場の事務所及

び工場設備の新設については、平成20年７月に完了しております。

なお、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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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 200,400

計 200,400

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）

(平成20年９月30日)

提出日現在発行数(株)
（平成20年11月13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 69,600 69,600 ジャスダック証券取引所 －

計 69,600 69,600 － －

(2)【新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成19年６月27日定時株主総会決議

 
第２四半期会計期間末現在
（平成20年９月30日）

新株予約権の数（個） 1,050 （注）5

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 3,150（注）1、4、5

新株予約権の行使時の払込金額（円） 308,667（注） 　2、4　　　　　　　　　　

新株予約権の行使期間
自　平成21年７月24日

至　平成26年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

　

308,667

154,334

（注）4　

新株予約権の行使の条件

 ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子

会社の取締役、監査役、執行役員、顧問又は従業員その他こ

れに準ずる地位にあることを要する。ただし、任期満了によ

る退任、定年退職その他これに準ずる正当な事由がある場

合にはこの限りでない。また、当社取締役会が正当な理由が

あると認めた場合はこの限りではない。

 ②新株予約権者が死亡した場合、その相続人による募集新

株予約権の相続はできないものとする。

 ③その他の権利行使の条件については、当社と新株予約権

者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるとこ

ろによるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の

決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  （注）3

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。

　ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を

調整し、調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てる。

　　調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
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２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額（以下、「行

使価額」という。）を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数はこれを切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

株式分割（又は株式併合）の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算

式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数はこれを切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新規発行前の株価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

３．組織再編行為に伴う新株予約権の取扱い

　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以

上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点にお

いて残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合に

つき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の

新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消

滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社

の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又

は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

 （1）交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす

る。

 （2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。 

 （3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)１に準じて決定する。 

 （4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)２に定められる行使価額を組織

再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込代金に上記(3)に従って決定される当該新

株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。 

 （5）新株予約権を行使することができる期間

前記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちい

ずれか遅い日から、前記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 

 （6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第

１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数

は、これを切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等

増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。 

 （7）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものと

する。 

 （8）新株予約権の取得事由及び条件

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計

画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当

社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合。）

は、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。

②新株予約権者が前記に定める新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合及び新株予約権者が新

株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、当社取締役会が別途定める日に、無償で募集新株予約権を

取得することができる。
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４．平成20年１月11日開催の取締役会決議により、平成20年４月１日付で１株を３株に分割いたしました。これ

により新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を

発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。

５．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、取締役会決議における新株発行予定数から退職

等の理由により権利を喪失した者の当該数を減じております。

(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、資本金等の推移】

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）

平成20年７月１日～

平成20年９月30日
― 69,600 ― 2,015,168 ― 1,903,168

　

(5)【大株主の状況】

　 平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社池田ホールディングス 長野県上田市国分１－４－18 10,500 15.09

田中　規幸 長野県東御市 6,195 8.90

有限会社田中企画 長野県東御市県532－３ 6,000 8.62

ミマキエンジニアリング従業員

持株会 
長野県東御市滋野乙2182－３ 5,825 8.37

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社 
東京都港区浜松町２－11－３ 5,009 7.20

東京中小企業投資育成株式会社 東京都渋谷区渋谷３－29－22 3,810 5.47

株式会社八十二銀行 

（常任代理人　日本マスタートラ

スト信託銀行株式会社）

長野県長野市岡田178-８

（東京都港区浜松町２－11－３）
2,100 3.02

アヴァシス株式会社 長野県上田市下之郷乙1077－５ 1,800 2.59

池田　明 長野県上田市 1,623 2.33

田中　芳子 長野県東御市 1,200 1.72

計 － 44,062 63.31

（注）１．日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、5,009株であります。

２．エプソンアヴァシス株式会社は、平成20年４月１日付でアヴァシス株式会社に商号変更しております。
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(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20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） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式   69,600 69,600 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 69,600 － －

総株主の議決権 － 69,600 －

②【自己株式等】

　 平成20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（％）

－ － － － － －

計 － － － － －

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 183,000 234,000 208,000 188,000 169,300 122,100

最低（円） 141,000 149,000 171,000 157,700 104,500 61,900

　（注）最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

(1）役職等の異動

新役職名 旧役職名 氏名 異動年月日

代表取締役社長兼JP事業部長 代表取締役社長 池田　明 平成20年９月21日

代表取締役副社長 代表取締役副社長管理本部長 野口　幹夫　 平成20年10月21日

取締役技術本部顧問 取締役技術本部技師長　 大西　勝　 平成20年10月21日
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第５【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。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）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、当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平

成20年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、監査法人トーマツによる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）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,823,217 3,432,670

受取手形及び売掛金 3,907,373 4,368,385

製品 6,515,596 5,843,131

原材料 1,586,461 1,376,631

仕掛品 382,036 373,539

貯蔵品 54,758 53,930

繰延税金資産 683,411 636,447

その他 771,524 851,454

貸倒引当金 △65,256 △24,014

流動資産合計 16,659,124 16,912,176

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※2
 3,557,749

※2
 2,521,799

土地 1,244,951 1,235,682

その他（純額） 1,763,239 1,987,476

有形固定資産合計 ※1
 6,565,940

※1
 5,744,958

無形固定資産

のれん 303,226 －

その他 465,239 331,302

無形固定資産合計 768,466 331,302

投資その他の資産

繰延税金資産 247,572 241,130

その他 827,059 813,885

貸倒引当金 △178,138 △192,049

投資その他の資産合計 896,492 862,966

固定資産合計 8,230,899 6,939,228

資産合計 24,890,024 23,851,404
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,533,334 6,191,970

短期借入金 5,900,000 5,000,000

1年内返済予定の長期借入金 522,197 585,342

未払法人税等 265,211 309,276

賞与引当金 319,143 287,538

役員賞与引当金 7,176 18,303

製品保証引当金 175,934 －

その他 2,497,195 2,182,129

流動負債合計 15,220,193 14,574,558

固定負債

長期借入金 347,366 575,643

繰延税金負債 8,023 7,757

退職給付引当金 237,651 228,565

役員退職慰労引当金 － 142,268

その他 517,349 19,442

固定負債合計 1,110,390 973,677

負債合計 16,330,584 15,548,235

純資産の部

株主資本

資本金 2,015,168 2,015,168

資本剰余金 1,903,168 1,903,168

利益剰余金 4,511,216 4,283,650

株主資本合計 8,429,553 8,201,987

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △5,046 △1,038

為替換算調整勘定 △128,476 △48,300

評価・換算差額等合計 △133,523 △49,338

新株予約権 263,410 150,520

純資産合計 8,559,440 8,303,168

負債純資産合計 24,890,024 23,851,404
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 13,242,791

売上原価 7,285,427

売上総利益 5,957,363

販売費及び一般管理費 ※
 5,405,665

営業利益 551,697

営業外収益

受取利息 13,445

受取配当金 2,243

為替差益 54,540

保険返戻金 35,853

その他 17,194

営業外収益合計 123,277

営業外費用

支払利息 44,333

売上割引 26,112

その他 4,735

営業外費用合計 75,181

経常利益 599,794

特別利益

固定資産売却益 9,137

特別利益合計 9,137

特別損失

固定資産売却損 333

固定資産除却損 12,989

過年度製品保証引当金繰入額 42,747

特別損失合計 56,070

税金等調整前四半期純利益 552,861

法人税、住民税及び事業税 274,440

法人税等調整額 △35,837

法人税等合計 238,602

四半期純利益 314,259
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 6,601,562

売上原価 3,351,845

売上総利益 3,249,717

販売費及び一般管理費 ※
 2,750,272

営業利益 499,444

営業外収益

受取利息 8,148

保険返戻金 35,853

その他 9,409

営業外収益合計 53,412

営業外費用

支払利息 23,008

売上割引 12,624

為替差損 125,380

その他 2

営業外費用合計 161,016

経常利益 391,841

特別利益

固定資産売却益 7,142

特別利益合計 7,142

特別損失

固定資産売却損 333

固定資産除却損 11,805

特別損失合計 12,139

税金等調整前四半期純利益 386,844

法人税、住民税及び事業税 165,699

法人税等調整額 △3,867

法人税等合計 161,832

四半期純利益 225,011
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 552,861

減価償却費 585,383

のれん償却額 27,566

貸倒引当金の増減額（△は減少） △19,829

製品保証引当金の増減額（△は減少） 175,934

賞与引当金の増減額（△は減少） 31,761

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,127

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,085

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △142,268

受取利息及び受取配当金 △15,688

支払利息 44,333

株式報酬費用 112,890

為替差損益（△は益） 82,420

固定資産売却損益（△は益） △8,803

固定資産除却損 12,989

売上債権の増減額（△は増加） 580,922

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,043,928

仕入債務の増減額（△は減少） △706,641

未収消費税等の増減額（△は増加） 367,048

未払金の増減額（△は減少） △206,777

その他 228,281

小計 656,412

利息及び配当金の受取額 15,688

利息の支払額 △36,256

法人税等の支払額 △318,212

営業活動によるキャッシュ・フロー 317,632

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） △14,400

有形固定資産の取得による支出 △853,700

有形固定資産の売却による収入 10,908

無形固定資産の取得による支出 △246,894

投資有価証券の取得による支出 △10,200

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△264,463

その他 △29,443

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,408,193

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 900,000

長期借入金の返済による支出 △291,077

リース債務の返済による支出 △58,090

配当金の支払額 △45,937

財務活動によるキャッシュ・フロー 504,895

現金及び現金同等物に係る換算差額 △36,894

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △622,559

現金及び現金同等物の期首残高 3,362,300

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 2,739,740

EDINET提出書類

株式会社ミマキエンジニアリング(E02114)

四半期報告書

18/27



【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

１．連結の範囲に関する事

項の変更

（1）連結の範囲の変更

　当第２四半期連結会計期間において、Mimaki-nbn GmbHの株式

を新たに取得したため、連結の範囲に含めております。

（2）変更後の連結子会社の数

　８社

２．会計処理基準に関する

事項の変更

（1）棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

　通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、総平均

法による原価法によっておりましたが、第１四半期連結会計期

間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第

９号　平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、総平均法に

よる原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法）により算定しております。

　これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益

及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ12,010千円減少して

おります。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載してお

ります。

　 （2）リース取引に関する会計基準の適用

　当社及び国内連結子会社は、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、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってお

りましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準

第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成

19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日

（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四

半期連結財務諸表から適用することができることになったこと

に伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適

用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。　　　ま

た、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・リース取引に係るリース資産の減価償却の

方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法を採用しております。

　これにより、リース資産が有形固定資産に454,537千円及び無形

固定資産に10,806千円計上されておりますが、損益への影響はあ

りません。
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当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

　 （3）「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い」の適用

　第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在

外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第

18号　平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を

行っております。

　これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益

及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ10,420千円増加して

おります。また、適用初年度の期首利益剰余金は40,293千円減少

いたしました。

  なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載してお

ります。　　

　 （4）従来、有償保守契約に係る売上に対応する費用について

は、無償の製品補修費用と同様に製品補修費として販売費及び

一般管理費に計上しておりましたが、第１四半期連結会計期間

より売上原価へ計上する方法に変更いたしました。

　これは、保守売上高の増大とともに対応する製品補修費用が増

してきたこと、また製品補修費用のデータが整備されたことか

ら、売上高と売上原価との対応関係をより適正に表示するため

に行ったものであります。

　これにより、従来の方法によった場合に比べ、売上原価は

222,342千円増加し、売上総利益、販売費及び一般管理費はそれぞ

れ同額減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税金等調整

前四半期純利益に与える影響はありません。

　なお、セグメント情報に与える影響はありません。　　

　

【追加情報】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

製品保証引当金

　従来、個別に認識された無償補修費用の見積額（前連結会計年度112,706千円）を未払金に含

めて計上し、それ以外の無償補修費用については支出時の費用として処理しておりましたが、

第１四半期連結会計期間より、無償補修費用の個別見積額及び過去の実績に基づく負担見積額

の合計額を製品保証引当金として計上しております。

　これは、売上高の増大により将来における無償補修費用の増加が見込まれる中で、製品種類毎

の無償補修費用に係るデータが整備・蓄積されたことから、第１四半期連結会計期間より過去

の実績に基づく負担見積額を製品保証引当金として計上するとともに、従来、未払金に含めて

計上していた個別に認識された無償補修費用の見積額についても、より明瞭な勘定科目への統

一を図ったものであります。

　これにより、従来の方法に比べ、営業利益及び経常利益がそれぞれ11,758千円増加し、税金等調

整前四半期純利益が30,988千円減少しております。　

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

【簡便な会計処理】

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。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

※1　有形固定資産の減価償却累計額は、3,886,338千円であ

ります。

※2　担保資産

　担保に供されている資産で、企業集団の事業運営にお

いて重要なものであり、かつ、前連結会計年度の末日に

比べて著しい変動が認められるものは、次のとおりで

あります。

 

　 建物及び構築物（純額）　　　　 2,398,699千円

※1　有形固定資産の減価償却累計額は、3,255,126千円であ

ります。

※2  担保資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物（純額）　　　　 1,501,430千円

（四半期連結損益計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

給料手当 1,248,501千円　

貸倒引当金繰入額 8,475 

製品保証引当金繰入額 97,210 

賞与引当金繰入額 167,344 

退職給付費用 22,852 

役員賞与引当金繰入額 5,682 

役員退職慰労引当金繰入額 3,516 

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

給料手当 646,762千円　

貸倒引当金繰入額 10,645 

製品保証引当金繰入額 70,432 

賞与引当金繰入額 74,371 

退職給付費用 10,980 

役員賞与引当金繰入額 5,217 
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年９月30日現在）
 （千円）

現金及び預金勘定 2,823,217

預入期間が３か月を超える定期預金 △83,477

現金及び現金同等物 2,739,740

（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平
成20年９月30日）

　１．発行済株式の種類及び総数

普通株式  69,600株

　２．自己株式の種類及び株式数

該当事項はありません。 　

　３．新株予約権等に関する事項

　　ストック・オプションとしての新株予約権

新株予約権の四半期連結会計期間末残高

　
親会社　263,410千円

　　　　なお、全ての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

　４．配当に関する事項

 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20年６月26日
定時株主総会

普通株式 46,400 2,000  平成20年３月31日  平成20年６月27日
利益剰余

金
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

　当社グループはコンピュータ周辺機器事業の専業メーカーとして、同一セグメントに属するインクジェット

プリンタ及びカッティングプロッタ等の製造、販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当

事項はありません。

【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）

　
日本
（千円）

北米
（千円）

欧州
（千円）

アジア
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社
（千円）

連結
（千円）

売上高 　 　 　 　 　 　 　

(1）外部顧客に対する売上高 3,288,305 1,073,631 2,231,989 7,635 6,601,562 － 6,601,562

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
2,711,608 2,459 △4 265,049 2,979,113 △2,979,113 －

計 5,999,914 1,076,091 2,231,985 272,685 9,580,676 △2,979,113 6,601,562

営業利益又は営業損失（△） 104,860 34,825 141,482 △10,602 270,566 228,878 499,444

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

　
日本
（千円）

北米
（千円）

欧州
（千円）

アジア
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社
（千円）

連結
（千円）

売上高 　 　 　 　 　 　 　

(1）外部顧客に対する売上高 6,341,163 2,173,152 4,716,472 12,002 13,242,791 － 13,242,791

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
5,322,995 11,229 886 482,296 5,817,407 △5,817,407 －

計 11,664,158 2,184,382 4,717,358 494,298 19,060,199 △5,817,407 13,242,791

営業利益又は営業損失（△） 225,784 108,344 300,838 △37,557 597,409 △45,711 551,697

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

北米・・・・・・・アメリカ合衆国

欧州・・・・・・・オランダ王国、ドイツ

アジア・・・・・・台湾、中国

当第２四半期連結会計期間において、Mimaki-nbn GmbHの株式を取得したことに伴い、欧州の区分にはドイツ

が加わっております。

３．会計処理の方法の変更

（1）棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２．（1）に記載のとおり、第１四半

期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を

適用しております。

　これにより、当第２四半期連結累計期間の「日本」の営業利益は7,909千円、「北米」の営業利益は3,009千

円、「欧州」の営業利益は1,091千円それぞれ減少しております。 

（2）「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２．（3）に記載のとおり、第１四半

期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対

応報告第18号　平成18年5月17日）を適用しております。

　これにより、当第２四半期連結累計期間の「欧州」の営業利益は10,420千円増加しております。

４．追加情報に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より、無償補修費用の個別見積額及び過去の実績に基づ

く負担見積額の合計額を製品保証引当金として計上しております。

　これにより、当第２四半期連結累計期間の「日本」の営業利益は10,706千円、「欧州」の営業利益は1,051千円

それぞれ増加しております。　
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【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）

　 北米 欧州 アジア
その他の
地域

計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,079,386 1,882,930 360,309 1,160,984 4,483,610

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － － 6,601,562

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割

合（％）
16.3 28.5 5.5 17.6 67.9

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

　 北米 欧州 アジア
その他の
地域

計

Ⅰ　海外売上高（千円） 2,230,840 4,181,105 837,645 2,071,166 9,320,758

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － － 13,242,791

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割

合（％）
16.9 31.6 6.3 15.6 70.4

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米・・・・・・・アメリカ合衆国、カナダ

(2）欧州・・・・・・・イタリア、ドイツ、イギリス、フランス、ポルトガル

(3）アジア・・・・・・中国、韓国、タイ、インド、シンガポール

(4）その他の地域・・・ブラジル、ロシア、メキシコ、南アフリカ、チリ

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

（有価証券関係）

　有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありま

せん。

（デリバティブ取引関係）

　当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）　

　対象物の種類が通貨であるデリバティブ取引が、事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計

年度の末日に比べて著しい変動が認められます。

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

通貨 為替予約取引 2,829,018 2,604,235 224,782

（ストック・オプション等関係）

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日　至 平成20年９月30日）

ストック・オプションに係る当第２四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

　売上原価　　　 　　　　3,849千円

　販売費及び一般管理費　52,596千円
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 119,195.84円 １株当たり純資産額 351,407.28円

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 4,515.22円 １株当たり四半期純利益金額 3,232.93円

なお、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、希薄化効果を有している潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。

なお、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、希薄化効果を有している潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。

（注）１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

四半期純利益（千円） 314,259    225,011     

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）   314,259    　225,011     

期中平均株式数（株）   69,600    69,600     

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

　

（リース取引関係）

　該当事項はありません。　

２【その他】

平成20年11月11日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）中間配当による配当金の総額…………………48,720千円

(ロ）１株当たりの金額………………………………700円

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日………平成20年12月５日

(注）平成20年９月30日現在の株主名簿（実質株主名簿を含む）に記載又は記録された株主又は登録質権者に対し、

支払を行います。　
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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20年11月５日

株式会社　ミマキエンジニアリング  

 取締役会　御中  

 監査法人　トーマツ  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 佐藤　正樹　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 小松　聡　　　印

　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」に掲げられている株式会社ミマキエン

ジニアリングの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成20年７月１

日から平成20年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20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及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書につ

いて四半期レビューを行った。この四半期連結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により行われており、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により行われた。

　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、株式会社ミマキエンジニアリング及び連結子会社の平成20年９月30日現

在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期

連結累計期間のキャッシュ・フローの状況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。

 

　追記情報

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２．（4）に記載のとおり、会社は有償保守契約に

係る売上に対応する費用について、第１四半期連結会計期間より販売費及び一般管理費から売上原価へ計上する方法に変

更している。

 

　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

（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。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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