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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３四半期連結
累計期間

第34期
第３四半期連結
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

12月31日

自平成20年
10月１日
至平成20年

12月31日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

売上高（千円） 19,158,431 5,915,640 28,235,192

経常利益又は経常損失（△）（千円） 345,848 △266,161 1,710,193

四半期（当期）純利益又は四半期純損失

（△）（千円）
73,697 △240,561 984,600

純資産額（千円） ― 7,907,582 8,303,168

総資産額（千円） ― 24,749,861 23,851,404

１株当たり純資産額（円） ― 109,290.49 351,407.28

１株当たり四半期（当期）純利益金額又

は四半期純損失金額（△）（円）
1,058.87 △3,456.35 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（％） ― 30.7 34.2

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
369,274 ― △710,480

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△1,763,348 ― △1,691,121

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
1,745,043 ― 1,033,249

現金及び現金同等物の四半期末（期末）

残高（千円）
― 3,551,199 3,362,300

従業員数（人） ― 755 674

（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．第34期第３四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株

式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるため、第33期及び第34期第３四半期連結累計期間の潜在

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３四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３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

  なお、MIMAKI USA,INC.において平成20年12月に増資を行い、資本金が５百万米ドルとなっております。

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年12月31日現在

従業員数（人） 755 (172)

　（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３

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12月31日現在

従業員数（人） 522 (141)

　（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３四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３四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３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

　

Ｓ Ｇ 市 場 向 け（千円） 2,698,549  

Ｉ Ｐ 市 場 向 け（千円） 214,491  

Ｔ Ａ 市 場 向 け（千円） 174,592  

そ     の     他 （千円） 425,587  

合             計（千円） 3,513,220  

　（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３四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３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

　

Ｓ Ｇ 市 場 向 け（千円） 4,240,522  

Ｉ Ｐ 市 場 向 け（千円） 967,940  

Ｔ Ａ 市 場 向 け（千円） 227,511  

そ     の     他 （千円） 479,665  

合             計（千円） 5,915,640  

　また、当第３四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３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

　

製  品  本  体（千円） 2,781,348  

イ    ン    ク（千円） 2,152,461  
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品        目
当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

　

そ    の    他（千円） 981,830  

合          計（千円） 5,915,640  

　（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３四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世界的な金融不安

の影響を受け、個人消費の低迷、設備投資の減少など、先進国を中心に景気の後退が顕著となり、深刻な状況となり

ました。また、為替相場も急激に変動し、対米ドル、対ユーロいずれも著しい円高となりました。

　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、当社の主力製品のJV33シリーズを中心として、平成20年８月から発売を開始したプ

リントとカットの２つの機能を併せ持つCJV30シリーズ、UV-LED方式を採用したUV硬化インクジェットプリンタ

UJV-160等の新製品によって製品ラインナップの充実を図りつつ拡販に努めてまいりました。

　その結果、当第３四半期連結会計期間における売上高は59億15百万円、営業利益は35百万円となり、急激な円高に

よる為替差損の発生等により、経常損失は２億66百万円、四半期純損失は２億40百万円となりました。

　

　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３四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 4,240 71.7  

Ｉ Ｐ 市 場 向 け 967 16.4  

Ｔ Ａ 市 場 向 け 227 3.8  

そ     の     他 479 8.1  

合             計 5,915 100.0  

（SG市場向け）

　主力製品のJV33シリーズ及び新製品のCJV30シリーズ等が堅調に売上に寄与しましたが、その他の既存製品の急激

な落ち込みに加えて、インク等消耗品においても需要の減少が見られ、全体が伸び悩みました。その結果、売上高は

42億40百万円となりました。

（IP市場向け）

　既存製品を中心とした拡販に努め、インク等消耗品の売上については、底堅く推移いたしましたが、高価格製品の

比率が高いため、世界的な不況の影響を受けてプリンタ及びカッティングプロッタ本体は大きく落ち込みました。

その結果、売上高は９億67百万円となりました。
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（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伸び悩みました。その結果、売上高は２億27

百万円となりました。

　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

シフィック向けの売上はインク等消耗品を中心として好調に推移いたしましたが、国内向けの売上はいずれの機種

群においても伸び悩みました。その結果、外部顧客に対する売上高は29億39百万円、営業損失は４億37百万円となり

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、円高ドル安による売

上押下げ作用に加え、アメリカ経済低迷の影響を受けてSG市場向けの売上が急速に低迷したため、売上が伸び悩み

ました。その結果、売上高は９億80百万円、営業損失は65百万円となりました。

（欧州地域）

　地域の各国への販売を行う子会社MIMAKI EUROPE B.V.とドイツにおける販売子会社であるMimaki-nbn GmbHに

よって展示会出展等による積極的な営業活動を行いました。CJV30シリーズを中心にSG市場向けの主力製品の売上

は順調に確保したものの、円高ユーロ安による売上押下げ作用に加え、高価格帯のIP市場向け製品本体やSG市場向

けの上位機種の売上が伸び悩みました。その結果、売上高は19億92百万円、営業利益は77百万円となりました。

（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

２百万円、営業損失は４百万円となりました。

　

(2）キャッシュ・フローの状況

　当第３四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

よる調達があったため、第２四半期連結会計期間末に比べ８億11百万円増加し、当第３四半期連結会計期間末には、

35億51百万円となりました。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51百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純損失２億45百万円に加え、

未払金の減少３億84百万円等があったものの、為替差損５億69百万円、減価償却費３億37百万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３億55百万円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出１億15百万

円、無形固定資産の取得による支出１億29百万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12億40百万円となりました。これは、短期借入金の増加14億50百万円等があったこ

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３四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３四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３億21百万円であります。

　なお、当第３四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硬化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硬化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硬化インクの拡充

販売戦略：スクリーン・パッド印刷市場でのUV硬化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

（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
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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３四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３四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、除却

等について、重要な変更はありません。また、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３四半期会計期間末現
在発行数（株）

(平成20年12月31日)

提出日現在発行数(株)
（平成21年２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３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 1,035 （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） 3,105（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10月１日～

平成20年12月31日
― 69,600 ― 2,015,168 ― 1,903,168

　

(5)【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。

(6)【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20年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

　 平成20年12月31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12月31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 － － － － －
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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 10月 11月 12月

最高（円） 183,000 234,000 208,000 188,000 169,300 122,100 62,000 35,000 41,950

最低（円） 141,000 149,000 171,000 157,700 104,500 61,900 35,800 30,900 28,000

　（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

取締役（株式会社ウィズテック代表取

締役社長）
取締役生産本部長 今田　新太郎 平成20年11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３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平

成20年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 3,718,367 3,432,670

受取手形及び売掛金 ※3
 3,585,616 4,368,385

製品 6,204,108 5,843,131

原材料 1,217,287 1,376,631

仕掛品 394,684 373,539

貯蔵品 48,993 53,930

繰延税金資産 339,779 636,447

その他 896,617 851,454

貸倒引当金 △52,757 △24,014

流動資産合計 16,352,696 16,912,176

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※2
 3,454,463

※2
 2,521,799

土地 1,260,897 1,235,682

その他（純額） 1,773,934 1,987,476

有形固定資産合計 ※1
 6,489,296

※1
 5,744,958

無形固定資産

のれん 275,660 －

その他 540,548 331,302

無形固定資産合計 816,209 331,302

投資その他の資産

繰延税金資産 447,302 241,130

その他 805,656 813,885

貸倒引当金 △161,299 △192,049

投資その他の資産合計 1,091,659 862,966

固定資産合計 8,397,165 6,939,228

資産合計 24,749,861 23,851,404
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 ※3
 5,548,019 6,191,970

短期借入金 7,350,000 5,000,000

1年内返済予定の長期借入金 455,840 585,342

未払法人税等 63,561 309,276

賞与引当金 124,675 287,538

役員賞与引当金 3,243 18,303

製品保証引当金 108,433 －

その他 ※3
 2,013,065 2,182,129

流動負債合計 15,666,837 14,574,558

固定負債

長期借入金 280,360 575,643

繰延税金負債 7,046 7,757

退職給付引当金 241,195 228,565

役員退職慰労引当金 － 142,268

その他 646,839 19,442

固定負債合計 1,175,441 973,677

負債合計 16,842,278 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 4,221,934 4,283,650

株主資本合計 8,140,271 8,201,987

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △7,698 △1,038

為替換算調整勘定 △525,954 △48,300

評価・換算差額等合計 △533,653 △49,338

新株予約権 300,964 150,520

純資産合計 7,907,582 8,303,168

負債純資産合計 24,749,861 23,851,404
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（２）【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）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 19,158,431

売上原価 10,471,646

売上総利益 8,686,785

販売費及び一般管理費 ※
 8,087,010

営業利益 599,775

営業外収益

受取利息 20,066

受取配当金 2,368

保険返戻金 35,955

その他 25,225

営業外収益合計 83,615

営業外費用

支払利息 68,075

売上割引 41,826

為替差損 222,017

その他 5,622

営業外費用合計 337,541

経常利益 345,848

特別利益

固定資産売却益 18,417

特別利益合計 18,417

特別損失

固定資産売却損 333

固定資産除却損 13,474

過年度製品保証引当金繰入額 42,747

特別損失合計 56,555

税金等調整前四半期純利益 307,710

法人税、住民税及び事業税 128,031

法人税等調整額 105,981

法人税等合計 234,012

四半期純利益 73,697
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 5,915,640

売上原価 3,186,218

売上総利益 2,729,421

販売費及び一般管理費 ※
 2,693,559

営業利益 35,861

営業外収益

受取利息 6,620

受取配当金 125

その他 8,132

営業外収益合計 14,878

営業外費用

支払利息 23,742

売上割引 15,713

為替差損 276,557

その他 887

営業外費用合計 316,901

経常損失（△） △266,161

特別利益

固定資産売却益 9,279

貸倒引当金戻入額 8,282

役員賞与引当金戻入額 3,933

特別利益合計 21,495

特別損失

固定資産除却損 485

特別損失合計 485

税金等調整前四半期純損失（△） △245,151

法人税、住民税及び事業税 △146,408

法人税等調整額 141,819

法人税等合計 △4,589

四半期純損失（△） △240,561
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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３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31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 307,710

減価償却費 922,555

のれん償却額 55,132

貸倒引当金の増減額（△は減少） △30,239

製品保証引当金の増減額（△は減少） 108,433

賞与引当金の増減額（△は減少） △161,780

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,060

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,629

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 △22,434

支払利息 68,075

株式報酬費用 150,444

為替差損益（△は益） 652,278

固定資産売却損益（△は益） △18,083

固定資産除却損 13,474

売上債権の増減額（△は増加） 675,424

たな卸資産の増減額（△は増加） △984,854

仕入債務の増減額（△は減少） △675,598

未収消費税等の増減額（△は増加） 264,841

未払金の増減額（△は減少） △590,877

その他 427,598

小計 1,017,402

利息及び配当金の受取額 22,263

利息の支払額 △59,415

法人税等の支払額 △610,976

営業活動によるキャッシュ・フロー 369,274

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） △118,293

有形固定資産の取得による支出 △969,642

有形固定資産の売却による収入 32,075

無形固定資産の取得による支出 △376,610

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 △56,214

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,763,348

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） 2,350,000

長期借入金の返済による支出 △424,785

リース債務の返済による支出 △93,540

配当金の支払額 △86,631

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,745,043

現金及び現金同等物に係る換算差額 △162,069

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 188,899

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 ※
 3,551,199
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【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３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31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

　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３四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22,680千円減少して

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597,233千円及び無形

固定資産に10,069千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３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31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３四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19,751千円増加して

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

341,569千円増加し、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３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31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12,877千円増加し、税金等調

整前四半期純利益が29,870千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３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31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、4,122,169千円であ

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）          2,357,496千円

※3　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をしております。な

お、当第３四半期連結会計期間の末日は金融機関の休

日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手

形が当第３四半期連結会計期間末残高に含まれており

ます。

 

　 受取手形　　　　　　　　　　　   113,791千円

   支払手形　　　　　　　　　   　1,094,822千円

 　流動負債「その他」(設備支払手形)　20,851千円

　

※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３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31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 1,860,736千円　

貸倒引当金繰入額 193 

製品保証引当金繰入額 61,380 

賞与引当金繰入額 67,812 

退職給付費用 34,046 

役員賞与引当金繰入額 1,749 

役員退職慰労引当金繰入額 3,516 

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31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 612,235千円　

製品保証引当金繰入額 8,254 

賞与引当金繰入額 67,812 

退職給付費用 11,193 
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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
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31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12月31日現在）
 （千円）

現金及び預金勘定 3,718,367

預入期間が３か月を超える定期預金 △167,168

現金及び現金同等物 3,551,199

（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平
成20年12月31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　300,964千円

　　　　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

平成20年11月11日
取締役会

普通株式　 48,720　 700　 平成20年９月30日 平成20年12月５日
利益剰余

金　

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

22/28



（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成20年４月１日　至平成20年12月31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３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31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 2,939,904 980,399 1,992,611 2,725 5,915,640 － 5,915,640

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
1,917,530 1,670 2,032 214,772 2,136,005 △2,136,005 －

計 4,857,434 982,069 1,994,643 217,497 8,051,645 △2,136,005 5,915,640

営業利益又は営業損失（△） △437,581 △65,679 77,344 △4,631 △430,547 466,409 35,861

当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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 9,281,067 3,153,552 6,709,083 14,727 19,158,431 － 19,158,431

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
7,240,525 12,900 2,918 697,068 7,953,413 △7,953,413 －

計 16,521,593 3,166,452 6,712,002 711,796 27,111,845 △7,953,413 19,158,431

営業利益又は営業損失（△） △199,581 42,665 378,182 △42,189 179,077 420,697 599,775

　（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

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３四半期連結累計期間の「日本」の営業損失は11,469千円増加し、「北米」の営業利益は

6,726千円、「欧州」の営業利益は4,484千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３四半期連結累計期間の「欧州」の営業利益は19,751千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３四半期連結累計期間の「日本」の営業損失は11,367千円減少し、「欧州」の営業利益は

1,509千円増加しております。　
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【海外売上高】

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

　 北米 欧州 アジア
その他の
地域

計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,060,046 1,950,432 433,198 823,793 4,267,471

Ⅱ　連結売上高（千円）     5,915,640

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割

合（％）
17.9 33.0 7.3 13.9 72.1

当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

　 北米 欧州 アジア
その他の
地域

計

Ⅰ　海外売上高（千円） 3,290,887 6,131,538 1,270,844 2,894,959 13,588,229

Ⅱ　連結売上高（千円）     19,158,431

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割

合（％）
17.2 32.0 6.6 15.1 70.9

　（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、オーストラリア

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３四半期連結会計期間末（平成20年12月31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 213,816 181,903 31,912

（ストック・オプション等関係）

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日　至 平成20年12月31日）

ストック・オプションに係る当第３四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

　販売費及び一般管理費　37,554千円
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31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 109,290.49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３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 1,058.87円 １株当たり四半期純損失金額 3,456.35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、1株当たり四半期純損失であり、また、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又は1株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

四半期純利益又は四半期純損失(△)（千円） 73,697 △240,561

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又は四半期純損失

(△)（千円）
73,697 △240,561

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。　
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２【その他】

１．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、

支払いを行います。

２．平成21年２月12日開催の取締役会において、第33期定時株主総会で承認されました「ストック・オプションと

して新株予約権を発行する件」について、具体的な発行内容を下記のとおり決議いたしました。

その概略は以下のとおりであります。

新株予約権の割当日　 平成21年２月26日　

新株予約権の発行数 1,400個（新株予約権１個につき目的となる株式数は１株）

新株予約権の発行価額 金銭の払込を要しません。

新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式　1,400株

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予

約権を行使することにより交付を受けることができる株式１

株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に付与株

式数を乗じて得た金額とします。行使価額は、割当日の属する

月の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）のジャス

ダック証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値

（以下、「終値」という。）の平均値に1.05を乗じた金額（１

円未満の端数は切上げる。）又は割当日の終値（当日に終値

がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値）のいずれ

か高い金額とします。

新株予約権の行使期間 平成23年２月14日から平成27年６月30日まで

新株予約権の割当対象者数

当社の取締役及び監査役　　　　　　　８名

当社の子会社の取締役及び監査役　　　９名

当社及び当社の子会社の従業員　　　　43名

３．当社は、平成21年１月30日付で訴訟の提起を受けており、その概略は以下のとおりであります。

(イ）当該訴訟の提起があった裁判所及び年月日

　　　　東京地方裁判所　平成21年１月30日（訴状送達日：平成21年２月９日）

(ロ）当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名

　　　　名称　　　　　　グラフテック株式会社

　　　　住所　　　　　　神奈川県横浜市戸塚区品濃町503-10

　　　　代表者の氏名　　代表取締役　　奥　文郎

(ハ）当該訴訟の内容及び損害賠償請求額

　　①訴訟の内容

当社の製造、販売した製品の一部が、原告が平成20年１月11日まで有していた特許権に触れるものとし、こ

れについて損害賠償等の支払いを求める訴えがなされたものであります。

　　②損害賠償請求額

　　2,350,047千円
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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21年２月３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３四半期連結会計期間（平成20年10月１

日から平成20年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31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12月31日現

在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期

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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