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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35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35期
第２四半期連結
会計期間

第34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21年
４月１日
至平成21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21年
７月１日
至平成21年
９月30日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

売上高（千円） 13,242,79110,919,0466,601,5625,596,29224,394,101

経常利益又は経常損失（△）　（千

円）
599,794△588,087 391,841△147,455△316,013

四半期純利益又は四半期（当期）

純損失（△）（千円）
314,259△347,142 225,011△95,217△445,909

純資産額（千円） ― ― 8,559,4406,577,0897,039,022

総資産額（千円） ― ― 24,890,02422,862,77824,103,638

１株当たり純資産額（円） ― ― 119,195.8498,468.08105,533.60

１株当たり四半期純利益金額又は

四半期（当期）純損失金額（△）

（円）

4,515.22△5,211.483,232.93△1,429.46△6,444.59

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 28.7 29.2

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
317,6321,301,474 ― ― △689,240

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△1,408,193△469,549 ― ― △2,032,030

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
504,895△137,570 ― ― 2,990,668

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
― ― 2,739,7404,218,4163,550,366

従業員数（人） ― ― 744 806 752

（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２四半期連結累計期間及び連結会計期間の潜在株式調整後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、第34期、第35期第２四半期連結累計期間及び連結会

計期間については、１株当たり四半期（当期）純損失であるため記載しておりません。
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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（％）

関係内容

（連結子会社） 　 　 　 　 　

MIMAKI BRASIL

REPRESENTACOES

LTDA

ブラジル連邦共和

国サンパウロ州サ

ンパウロ市

785千

レアル　

コンピュータ周辺

機器の販売 
100

主に当社グループ製品の

販売を行っております。

（持分法適用非連

結子会社）
　 　 　 　 　

MIMAKI KANPHOR 

INDIA PRIVATE

LIMITED

インド共和国ハリ

ヤナ州グルガオン

市

21,251千

ルピー　

コンピュータ周辺

機器の販売 
51

主に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21年９月30日現在

従業員数（人） 806 (80)

（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（　）に外数で記載しております。

(2）提出会社の状況

 平成21年９月30日現在

従業員数（人） 537 (55)

（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（　）に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21年７月１日
至　平成21年９月30日）

　
前年同四半期比（％）　

　

Ｓ Ｇ 市 場 向 け（千円） 2,094,842 79.5

Ｉ Ｐ 市 場 向 け（千円） 517,793 121.5

Ｔ Ａ 市 場 向 け（千円） 216,322 117.9

そ     の     他 （千円） 203,708 28.2

合             計（千円） 3,032,667 76.4

　（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21年７月１日
至　平成21年９月30日）

　
前年同四半期比（％）　

　

Ｓ Ｇ 市 場 向 け（千円） 4,018,607 82.2

Ｉ Ｐ 市 場 向 け（千円） 864,413 92.0

Ｔ Ａ 市 場 向 け（千円） 207,910 77.9

そ     の     他 （千円） 505,361 100.2

合             計（千円） 5,596,292 84.8
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　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21年７月１日
至　平成21年９月30日）

　
前年同四半期比（％）　

　

製  品  本  体（千円） 2,552,900 79.1

イ    ン    ク（千円） 2,163,644 89.3

そ    の    他（千円） 879,747 92.3

合          計（千円） 5,596,292 84.8

（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【事業等のリスク】

当第２四半期連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、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の重要な変更はありません。  

３【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、または締結等はありません。

　

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

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、各国で打ち出されてきた金融・経済政策の効果によって、景気の

底打ちを伝える動きが見られるものの、中国等の一部新興国を除いては、雇用や個人消費面での回復の兆しは希薄

で実感が乏しく、引き続き予断を許さない状況が続いております。

　このような状況の中、当社グループは“転換する”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いたしました。

　具体的施策としましては、価格訴求力に優れた主力の高画質・エントリーモデルの製品を中心に、製品の価値を明

確に訴求するとともに、時流の変化に対応できる的確な提案営業を目指した販売活動に努めました。

　その結果、当第２四半期連結会計期間における売上高は55億96百万円（前年同期比15.2％減）、営業損失は33百万

円（前年同期は営業利益４億99百万円）、経常損失は１億47百万円（前年同期は経常利益３億91百万円）、四半期

純損失は95百万円（前年同期は四半期純利益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 4,018 71.8

Ｉ Ｐ 市 場 向 け 864 15.5

Ｔ Ａ 市 場 向 け 207 3.7

そ     の     他 505 9.0

合             計 5,596 100.0

（SG市場向け）

　既存製品を中心に拡販に努め、JV33シリーズ等の高画質・エントリーモデルの製品本体は底堅く推移いたしまし

たが、高速・高価格の上位機種本体、カッティングプロッタ本体やインク等消耗品の売上については低調に推移い

たしました。その結果、売上高は40億18百万円（前年同期比17.8％減）となりました。

（IP市場向け）

　既存製品に、平成21年５月に発売を開始した大型フラットベッドLED-UV方式インクジェットプリンタJFX-1631を

加えた製品ラインナップによって拡販に努めましたが、引き続き高価格帯製品の売上が伸び悩んだこと等により、

インクジェットプリンタ、カッティングプロッタともに低調に推移いたしました。その結果、売上高は８億64百万円

（同8.0％減）となりました。　

（TA市場向け）

　平成21年２月に新製品３機種の発売を開始して拡販に努めたものの、インク等消耗品の売上が伸び悩み、全体でも

伸び悩みました。その結果、売上高は２億７百万円（同22.1％減）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10ヶ所の営業拠点を中心に大小展示会への出展やミニ展の開催等、積極的な販売促進活動を行いました。国内

向けの売上では、SG市場向けの製品本体及びインク等消耗品を中心に落ち込みが見られました。また、アジア・パシ

フィック向けの売上では、SG市場向けにおいてインク等消耗品の落ち込みが目立ちました。その結果、外部顧客に対

する売上高は30億57百万円（前年同期比7.0％減）、営業損失は１億49百万円（前年同期は営業利益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、

積極的に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

響を受けて引き続き売上が伸び悩んだことに加え、前年同期比で円高となったことによる為替変動の影響により落

ち込みました。その結果、売上高は８億25百万円（前年同期比23.1％減）、営業利益は０百万円（同99.1％減）とな

りました。　

（欧州地域）

　地域内の各国への販売を統括する子会社MIMAKI EUROPE B.V.と、ドイツにおける販売子会社Mimaki-nbn GmbHにお

いて展示会出展等の積極的な営業活動を行いました。しかしながら、CJV30シリーズ等を中心にSG市場向けの主力製

品の売上は着実に確保したものの、前年同期比での著しい円高ユーロ安による為替変動が大きく影響し、売上が伸

び悩みました。その結果、売上高は17億５百万円（同23.6％減）、営業損失は69百万円（前年同期は営業利益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に加え、IP及びTA市場向けの製品販売等を開始し、部品調達

等コストの低減や製品本体の拡販に注力いたしました。また、中国の御牧噴墨打印科技（浙江）有限公司において

は、インクの組立を中心とした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（前年同期比

0.1％増）、営業損失は28百万円（前年同期は営業損失10百万円）となりました。なお、平成21年６月に、中国に設立

した上海御牧貿易有限公司に続き、平成21年９月には、インドにおける当社のディーラーであった

MIMAKI KANPHOR INDIA PRIVATE LIMITEDを子会社化いたしました。

（その他地域）

　平成21年７月に、ブラジルにおけるIP及びTA市場向けの製品販売等を目的としたMIMAKI BRASIL REPRESENTACOES

LTDAを設立し、販売体制の構築に着手しており、営業損失は８百万円となりました。

 

(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、税金等調整前四半期純

損失の計上や投資有価証券の取得による支出等に使用されたものの、仕入債務の増加や短期借入金の増加、減価償

却費等により調達されたため、第１四半期連結会計期間末に比べ８億20百万円増加し、当第２四半期連結会計期間

末には、42億18百万円となりました。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。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果獲得した資金は９億82百万円（前年同期比８億11百万円増）となりました。これは、税金等調整前

四半期純損失１億72百万円の計上等があったものの、仕入債務の増加５億16百万円、減価償却費２億86百万円等の

資金の獲得があったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は３億91百万円（同１億36百万円減）となりました。これは、投資有価証券の取得に

よる支出２億59百万円、有形固定資産の取得による支出１億26百万円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）

　財務活動の結果獲得した資金は２億65百万円（同１億54百万円減）となりました。これは、短期借入金の増加４億

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２億84百万円であります。

　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

　当社グループは、不況に対する抵抗力を強化し、急激な環境変化に適応できる経営体質に転換するため、次の３つ
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の全社戦略を掲げております。

①世界“ダントツ”製品の開発

　・明確に差別化できる高付加価値製品の開発

②ソリューション営業の強化

・当社製品特性を活かせる提案（ビジネスモデル、本体とサプライのベストマッチング）の強化による潜在需要

の発掘、新規需要の創生

③環境変化に対応するためのフレキシブルな生産体制の構築

　・生産、調達のグローバル化による最適生産地での生産

　・需要変動に追随するためのQCD（品質、コスト、納期）管理の強化

また、機種群別の市場戦略は次のとおりであります。

（SG市場向け） 

・省エネLED＋環境に優しいUV硬化インク採用の普及機の拡販

・UV硬化インク採用プリンタによるサイン市場での用途開発を推進

・新興国市場環境に適した低ランニングコスト機開発の取り組み

・先進国市場でのコーポレートユース向けエントリーモデルのラインナップ拡充

（IP市場向け）

・印刷市場でのプリントオンデマンドの推進

・エコ・グリーンを広める低消費電力UVプリンタの拡充

・UVプリンタの品揃えの充実（小幅から広幅まで）

・認定デモサイトの設置と使ってみる化の継続推進

（TA市場向け）

・既存生産地において、中量生産で採算メリットを確保できるデジタル捺染システムの提供

・低価格ダイレクト捺染インク、高発色昇華転写インクの開発

・消費地でプリントサービスをするための、前・後処理を含めたトータルソリューションの取り組み

・スポーツアパレル市場への昇華転写プリンタの拡販 
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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、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２四半期会計期間末現
在発行数（株）
(平成21年９月30日)

提出日現在発行数(株)
（平成21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

当社は単元株制

度は採用してお

りません。

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21年９月30日）

新株予約権の数（個） 20 （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） 60（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

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
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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17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。

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

等の理由による権利喪失分及び権利者による権利放棄分の当該数を減じております。

平成20年６月26日定時株主総会決議

 
第２四半期会計期間末現在
（平成21年９月30日）

新株予約権の数（個） 1,385（注）４

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －
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第２四半期会計期間末現在
（平成21年９月30日）

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） 1,385（注）１、４

新株予約権の行使時の払込金額（円） 64,277（注）　　２　

新株予約権の行使期間
自　平成23年２月14日

至　平成27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

64,277

32,139

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

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
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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17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。

４．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。
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(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21年７月１日～

平成21年９月30日
― 69,600 ― 2,015,168 ― 1,903,168

　

(5)【大株主の状況】

 平成21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

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 6,401 9.20

田中　規幸 長野県東御市 6,212 8.92

有限会社田中企画 長野県東御市県532－３ 6,000 8.62

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 1,784 2.56

田中　芳子 長野県東御市 1,200 1.72

藤田　正秋 神奈川県横浜市金沢区 931 1.34

計 － 40,738 58.53

（注）上記のほか、自己株式が2,989株あります。

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

13/32



(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成21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） 普通株式　 2,989 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式  66,611　 66,611 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 69,600 － －

総株主の議決権 － 66,611 －

　

②【自己株式等】

 平成21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（％）

株式会社ミマキエ

ンジニアリング

長野県東御市滋野

乙2182-３
2,989 － 2,989 4.29

計 － 2,989 － 2,989 4.29

　

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21年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 57,00055,10067,00078,50067,50063,500

最低（円） 47,00048,60050,10058,00060,10058,000

（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

取締役管理本部長兼経理部長
取締役管理本部長兼経理部長兼経営情

報システム部長
木村　信行　 平成21年８月21日

代表取締役副社長経営統括本部長兼JP

事業部長
代表取締役副社長JP事業部長 野口　幹夫　 平成21年10月１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。

　なお、前第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）及び前第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）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２四半期連結

会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から

平成21年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表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、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第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）及び前第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は監査法人トーマツによる四半期レビューを受け、また、当第２四半期連結会計期間（平成

21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30

日まで）に係る四半期連結財務諸表については有限責任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。

　なお、監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年７月１日をもって有限責任監査法人トーマツと

なっております。
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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21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21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,399,227 3,735,922

受取手形及び売掛金 3,176,996 3,395,753

商品及び製品 4,588,889 5,947,965

仕掛品 249,449 303,132

原材料及び貯蔵品 1,306,257 1,186,977

繰延税金資産 263,618 240,093

その他 543,641 1,038,687

貸倒引当金 △53,286 △76,650

流動資産合計 14,474,792 15,771,881

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,394,148 3,484,675

土地 1,306,536 1,292,470

その他（純額） 1,603,458 1,763,650

有形固定資産合計 ※1
 6,304,143

※1
 6,540,796

無形固定資産

のれん 192,962 248,094

その他 397,982 503,633

無形固定資産合計 590,944 751,728

投資その他の資産

繰延税金資産 666,049 378,514

その他 880,813 688,692

貸倒引当金 △53,965 △27,974

投資その他の資産合計 1,492,897 1,039,232

固定資産合計 8,387,985 8,331,757

資産合計 22,862,778 24,103,638

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,588,618 4,054,795

短期借入金 6,100,750 5,800,000

1年内返済予定の長期借入金 927,420 995,606

未払法人税等 17,724 30,907

賞与引当金 253,742 287,833

製品保証引当金 148,986 161,536

その他 1,916,715 2,097,321

流動負債合計 12,953,957 13,427,999

固定負債

長期借入金 2,521,872 2,778,980

退職給付引当金 264,701 244,029

その他 545,158 613,606

固定負債合計 3,331,731 3,636,615

負債合計 16,285,688 17,064,615
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日)

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 3,308,557 3,702,327

自己株式 △199,930 △199,930

株主資本合計 7,026,965 7,420,734

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △6,357 △4,842

為替換算調整勘定 △461,549 △386,193

評価・換算差額等合計 △467,907 △391,036

新株予約権 18,032 9,324

純資産合計 6,577,089 7,039,022

負債純資産合計 22,862,778 24,103,638
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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）

前第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２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 13,242,791 10,919,046

売上原価 7,285,427 6,373,763

売上総利益 5,957,363 4,545,282

販売費及び一般管理費 ※
 5,405,665

※
 4,976,669

営業利益又は営業損失（△） 551,697 △431,386

営業外収益

受取利息 13,445 2,223

受取配当金 2,243 2,621

為替差益 54,540 －

保険返戻金 35,853 －

還付加算金 － 8,051

その他 17,194 12,101

営業外収益合計 123,277 24,998

営業外費用

支払利息 44,333 55,358

売上割引 26,112 23,123

為替差損 － 97,640

その他 4,735 5,576

営業外費用合計 75,181 181,698

経常利益又は経常損失（△） 599,794 △588,087

特別利益

固定資産売却益 9,137 15,294

特別利益合計 9,137 15,294

特別損失

固定資産売却損 333 －

固定資産除却損 12,989 13,898

過年度製品保証引当金繰入額 42,747 －

投資有価証券評価損 － 52,446

特別損失合計 56,070 66,344

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

552,861 △639,137

法人税、住民税及び事業税 274,440 24,736

法人税等調整額 △35,837 △316,732

法人税等合計 238,602 △291,995

四半期純利益又は四半期純損失（△） 314,259 △347,142
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第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)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 6,601,562 5,596,292

売上原価 3,351,845 3,214,896

売上総利益 3,249,717 2,381,396

販売費及び一般管理費 ※
 2,750,272

※
 2,414,668

営業利益又は営業損失（△） 499,444 △33,272

営業外収益

受取利息 8,148 1,047

保険返戻金 35,853 －

還付加算金 － 6,875

その他 9,409 9,855

営業外収益合計 53,412 17,779

営業外費用

支払利息 23,008 26,521

売上割引 12,624 12,196

為替差損 125,380 92,251

その他 2 992

営業外費用合計 161,016 131,962

経常利益又は経常損失（△） 391,841 △147,455

特別利益

固定資産売却益 7,142 9,250

貸倒引当金戻入額 － 20,170

特別利益合計 7,142 29,420

特別損失

固定資産売却損 333 －

固定資産除却損 11,805 1,792

投資有価証券評価損 － 52,446

特別損失合計 12,139 54,238

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

386,844 △172,272

法人税、住民税及び事業税 165,699 10,307

法人税等調整額 △3,867 △87,362

法人税等合計 161,832 △77,054

四半期純利益又は四半期純損失（△） 225,011 △95,217
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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）

前第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２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

552,861 △639,137

減価償却費 585,383 601,954

のれん償却額 27,566 55,132

貸倒引当金の増減額（△は減少） △19,829 3,401

製品保証引当金の増減額（△は減少） 175,934 △12,737

賞与引当金の増減額（△は減少） 31,761 △33,951

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 20,671

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 △4,844

支払利息 44,333 55,358

株式報酬費用 112,890 8,708

為替差損益（△は益） 82,420 81,535

固定資産売却損益（△は益） △8,803 △15,294

固定資産除却損 12,989 13,898

投資有価証券評価損益（△は益） － 52,446

売上債権の増減額（△は増加） 580,922 206,440

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,043,928 1,118,232

仕入債務の増減額（△は減少） △706,641 △462,684

未収消費税等の増減額（△は増加） 367,048 382,530

未払金の増減額（△は減少） △206,777 △7,087

その他 228,281 △206,650

小計 656,412 1,217,922

利息及び配当金の受取額 15,688 4,844

利息の支払額 △36,256 △44,530

法人税等の支払額 △318,212 △59,173

法人税等の還付額 － 182,412

営業活動によるキャッシュ・フロー 317,632 1,301,474

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 △170

有形固定資産の取得による支出 △853,700 △247,410

有形固定資産の売却による収入 10,908 29,034

無形固定資産の取得による支出 △246,894 △11,820

投資有価証券の取得による支出 △10,200 △259,506

子会社出資金の取得による支出 △264,463 －

その他 △29,443 20,323

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,408,193 △469,549
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（単位：千円）

前第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２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

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） 900,000 300,750

長期借入れによる収入 － 200,000

長期借入金の返済による支出 △291,077 △525,294

リース債務の返済による支出 △58,090 △66,756

配当金の支払額 △45,937 △46,269

財務活動によるキャッシュ・フロー 504,895 △137,570

現金及び現金同等物に係る換算差額 △36,894 △26,303

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △622,559 668,050

現金及び現金同等物の期首残高 3,362,300 3,550,366

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 2,739,740

※
 4,218,416
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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２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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

　第１四半期連結会計期間より、上海御牧貿易有限公司を新たに設立し、ま

た、当第２四半期連結会計期間より MIMAKI BRASIL REPRESENTACOES LTDA

を新たに設立したため、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

　10社

２．持分法の適用に関する事項の変更 （1）持分法適用非連結子会社

　①　持分法適用非連結子会社の変更

　当第２四半期連結会計期間より、MIMAKI KANPHOR INDIA PRI

VATE LIMITED は新たに株式を取得したため、持分法適用の範囲に含めて

おります。

　　 　②　変更後の持分法適用非連結子会社の数

　１社

　

【表示方法の変更】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

（四半期連結損益計算書） 

１．前第２四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました「保険返戻金」（当第２四半期連結累計期間

　1,165千円）は、営業外収益の総額の100分の20以下となったため、営業外収益の「その他」に含めて表示しており　ま

す。　

２．前第２四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「還付加算金」は、営業

外収益の総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記することとしました。なお、前第２四

半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「還付加算金」は2,263千円であります。

　

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

（四半期連結損益計算書） 

１．前第２四半期連結会計期間において、区分掲記しておりました「保険返戻金」（当第２四半期連結会計期間

176千円）は、営業外収益の総額の100分の20以下となったため、営業外収益の「その他」に含めて表示しております。　

２．前第２四半期連結会計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「還付加算金」は、営業

外収益の総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結会計期間では区分掲記することとしました。なお、前第２四

半期連結会計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「還付加算金」は０千円であります。

　

【追加情報】

該当事項はありません。

　

【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21年９月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、4,807,173千円で

あります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、4,335,292千円で

あります。

　２　受取手形割引高は、246,655千円であります。

　３　偶発債務（訴訟）

　　　当社は、平成21年１月30日にグラフテック株式会社か

ら当社の製造、販売した製品の一部が、同社が平成20

年１月11日までに保有していた特許権に触れるもの

との主張により、損害賠償請求（請求金額2,350,047

千円及び金利等）を東京地方裁判所に提起されてお

ります。現在裁判所において審理中であり、本訴訟の

結果を現時点において予測することはできません。

　２　受取手形割引高は、200,445千円であります。

　３　偶発債務（訴訟）

　　　当社は、平成21年１月30日にグラフテック株式会社か

ら当社の製造、販売した製品の一部が、同社が平成20

年１月11日までに保有していた特許権に触れるもの

との主張により、損害賠償請求（請求金額2,350,047

千円及び金利等）を東京地方裁判所に提起されてお

ります。現在裁判所において審理中であり、本訴訟の

結果を現時点において予測することはできません。

　

（四半期連結損益計算書関係）

前第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２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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。

※　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 

給料手当 1,172,529千円　

貸倒引当金繰入額 10,182 

製品保証引当金繰入額 38,119 

賞与引当金繰入額 138,451 

退職給付費用 33,394 

  　

 　 

前第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）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21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。

※　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 

給料手当 559,102千円　

製品保証引当金繰入額 34,748 

賞与引当金繰入額 69,697 

退職給付費用 15,873 

　 　 

 　 

　

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

23/32



（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第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２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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）

※　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21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

　

 （千円）

現金及び預金勘定 4,399,227

預入期間が３か月を超える定期預金 △180,811

現金及び現金同等物 4,218,416

　

　

（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平

成21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

普通株式 2,989株

　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　　18,032千円

　なお、新株予約権を行使することができる期間の初日が到来していない新株予約権の残高は、9,822千円であり

ます。　

　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21年６月26日

定時株主総会
普通株式 46,627 700 平成21年３月31日 平成21年６月29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】

前第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２四半期連結会計期間（自

平成21年７月１日　至平成21年９月30日）並びに前第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）及び当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21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】

前第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
3,288,3051,073,6312,231,9897,6356,601,562 － 6,601,562

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
2,711,6082,459 △4 265,0492,979,113△2,979,113 －

計 5,999,9141,076,0912,231,985272,6859,580,676△2,979,1136,601,562

営業利益又は営業損失（△） 104,860 34,825 141,482△10,602 270,566228,878499,444

当第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

 
日本
（千円）

北米
（千円）

欧州
（千円）

アジア
（千円）

その他
（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
3,057,320825,9831,705,3437,644 － 5,596,292 － 5,596,292

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
1,522,25233,352 132 258,782 － 1,814,519△1,814,519 －

計 4,579,573859,3361,705,475266,427 － 7,410,812△1,814,5195,596,292

営業利益又は営業損失（△） △149,873 313 △69,630△28,413△8,350　 △255,954222,682△33,272
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前第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
6,341,1632,173,1524,716,47212,00213,242,791 － 13,242,791

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
5,322,99511,229 886 482,2965,817,407△5,817,407 －

計 11,664,1582,184,3824,717,358494,29819,060,199△5,817,40713,242,791

営業利益又は営業損失（△） 225,784108,344300,838△37,557 597,409△45,711 551,697

当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

 
日本
（千円）

北米
（千円）

欧州
（千円）

アジア
（千円）

その他
（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
5,548,1071,692,2903,664,71813,929 － 10,919,046－ 10,919,046

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
2,861,02340,226 132 397,325 － 3,298,708△3,298,708 －

計 8,409,1311,732,5173,664,850411,255 － 14,217,754△3,298,70810,919,046

営業利益又は営業損失（△） △660,100△20,959△78,089△64,639△8,350　 △832,139400,752△431,386

（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

欧州・・・・・・・オランダ、ドイツ

アジア・・・・・・台湾、中国

その他・・・・・・ブラジル　

当第２四半期連結会計期間において、MIMAKI BRASIL REPRESENTACOES LTDAを新たに設立したことに伴い、

「その他」の区分を追加しております。

３．会計処理の方法の変更

　 前第２四半期連結累計期間

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用）　

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。

（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）

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

　 前第２四半期連結累計期間

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】

前第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） 1,079,3861,882,930 360,309 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２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21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） 825,983 1,586,088 449,363 916,602 3,778,037

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － － 5,596,292

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割

合（％）
14.8 28.3 8.0 16.4 67.5

前第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） 2,230,8404,181,105 837,645 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

当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21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） 1,692,2903,414,954 887,566 1,460,582 7,455,393

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － － 10,919,046

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割

合（％）
15.5 31.3 8.1 13.4 68.3

（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、カナダ

(2）欧州・・・・・・・ドイツ、イタリア、イギリス、ポルトガル、フランス

(3）アジア・・・・・・中国、韓国、タイ、インド、フィリピン

(4）その他の地域・・・ブラジル、オーストラリア、南アフリカ、ロシア、メキシコ

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）

　当第２四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）

　その他有価証券で時価のあるものは、前連結会計年度の末日に比べ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21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が、当第２四半期連結会計期間末における残高はありません。
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（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21年７月１日　至 平成21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　　　 　　　　 279千円

販売費及び一般管理費　3,679千円

　

（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21年９月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 98,468.08　　円 １株当たり純資産額     105,533.60円

２．１株当たり四半期純損益金額等

前第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２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 4,515.22円 １株当たり四半期純損失金額 5,211.48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株当たり四半期純損益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第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２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） 314,259     △347,142

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）
  314,259    △347,142

期中平均株式数（株）   69,600     66,611

前第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）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 3,232.93円 １株当たり四半期純損失金額 1,429.46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株当たり四半期純損益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第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）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） 225,011     △95,217

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）
　225,011     △95,217

期中平均株式数（株） 69,600     66,611

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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２【その他】

平成21年11月10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…………………46,627千円

(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21年12月４日

(注）平成21年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

   平成21年11月４日

株式会社　ミマキエンジニアリング  

 取締役会　御中  

 有限責任監査法人トーマツ 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 佐藤　正樹　　印

 
指定有限責任社員

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21年４月１日から平成22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21年７月１

日から平成21年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21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21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。

　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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