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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35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35期
第３四半期連結
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
12月31日

自平成21年
４月１日
至平成21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21年
10月１日
至平成21年
12月31日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

売上高（千円） 19,158,43117,127,1285,915,6406,208,08224,394,101

経常利益又は経常損失（△）

（千円）
345,848△534,176△266,161 53,910△316,013

四半期純利益又は四半期（当期）

純損失（△）（千円）
73,697△390,755△240,561△43,613△445,909

純資産額（千円） ― ― 7,907,5826,533,6727,039,022

総資産額（千円） ― ― 24,749,86124,143,23324,103,638

１株当たり純資産額（円） ― ― 109,290.4997,760.99105,533.60

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）

1,058.87△5,866.23△3,456.35△654.75△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（％） ― ― 30.7 27.0 29.2

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
369,2742,365,134 ― ― △689,240

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△1,763,348△560,981 ― ― △2,032,030

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
1,745,043△477,714 ― ― 2,990,668

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
― ― 3,551,1994,867,1993,550,366

従業員数（人） ― ― 755 827 752

（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34期第３四半期連結会計期間、第35期第３四半期連結累計期

間及び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 BRASIL REPRESENTACOES LTDA は平成21年12月に商号変更し、MIMAKI BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO

LTDA 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21年12月31日現在

従業員数（人） 827 (83)

　（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（　）に外数で記載しております。

(2）提出会社の状況

 平成21年12月31日現在

従業員数（人） 535 (59)

　（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（　）に外数で記載しております。

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

 3/33



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21年10月１日
至　平成21年12月31日）

前年同四半期比（％） 

Ｓ Ｇ 市 場 向 け（千円） 2,411,807 89.4

Ｉ Ｐ 市 場 向 け（千円） 524,929 244.7

Ｔ Ａ 市 場 向 け（千円） 242,807 139.1

そ     の     他 （千円） 290,124 68.2

合             計（千円） 3,469,669 98.8

　（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21年10月１日
至　平成21年12月31日）

前年同四半期比（％） 

Ｓ Ｇ 市 場 向 け（千円） 4,500,415 106.1

Ｉ Ｐ 市 場 向 け（千円） 1,006,788 104.0

Ｔ Ａ 市 場 向 け（千円） 244,012 107.3

そ     の     他 （千円） 456,866 95.2

合             計（千円） 6,208,082 104.9
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　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21年10月１日
至　平成21年12月31日）

前年同四半期比（％） 

製  品  本  体（千円） 3,111,364 111.9

イ    ン    ク（千円） 2,201,544 102.3

そ    の    他（千円） 895,173 91.2

合          計（千円） 6,208,082 104.9

　（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３四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、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３四半期連結会計期間における世界経済は、深刻な低迷状態にあった先進国において、在庫調整の一巡による

製造業の生産ペースや各国で打ち出されてきた金融・経済政策による個人消費の面では回復の兆候がうかがえる

ようになってまいりましたが、依然として雇用や設備投資の面での回復は見られず、先行きの不透明感を抱えた状

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、平成21年12月にIP市場向けに発売したUJF-706では、鮮やかさを演出する白インクとカ

ラーインクを同時にプリントすることにより、従来機種より生産性を飛躍的に向上させるなど、お客様の課題解決

に役立つ機能の提案に努めました。そのほか、環境に配慮したインクや省電力製品などのラインナップを充実させ、

時流に合った製品の販売促進を行いました。

　また、注力してまいりました中国の製造子会社においては、新興国市場向けインクの量産に加え、更に製品本体の

生産体制整備を進めました。これにより、製造・販売ともに新興国市場のニーズにマッチした事業展開を可能とい

たしました。

　その結果、当第３四半期連結会計期間における売上高は62億８百万円（前年同期比4.9％増）、営業利益は61百万

円（同71.4％増）、経常利益は53百万円（前年同期は経常損失２億66百万円）、四半期純損失は43百万円（前年同

期は四半期純損失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 4,500 72.5     

Ｉ Ｐ 市 場 向 け 1,006 16.2     

Ｔ Ａ 市 場 向 け 244 3.9     

そ     の     他 456 7.4     

合             計 6,208 100.0     

（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。一部の高速機種等の高価格帯製品本体では売上の低迷が続いているものの、全体では製品本体、インク等消耗品

ともに前年同期を上回りました。その結果、売上高は45億円（前年同期比6.1％増）となりました。

（IP市場向け）

　平成21年12月に、透明・有色素材への鮮やかな色彩表現を可能にする白インクを使用した高画質プリントにおい

て、従来機種比２倍の生産性を発揮するなど機能強化を実現したUJF-706をラインナップに加え、工業生産における
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より多くのオンデマンドニーズに応える体制をとりました。引き続き高価格帯製品本体が伸び悩んだものの、稼働

台数の増加に伴うインク等消耗品の売上によって全体でも前年同期を上回りました。その結果、売上高は10億６百

万円（同4.0％増）となりました。

（TA市場向け）

　平成21年10月より、従来機種比で生産性の向上とインク等ランニングコストの低減を同時に実現したダイレク

ト／昇華転写兼用テキスタイルプリンタTx400-1800Dの発売を開始し、拡販に努めたこと等により、インク等消耗品

売上は引き続き低迷したものの、製品本体は前年同期を上回る推移となり、全体でも前年同期を上回りました。その

結果、売上高は２億44百万円（同7.3％増）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

向け及びアジア・パシフィック向けいずれにおいても前年同期を上回る売上となり、製品本体、インク等消耗品と

もに前年同期を上回りました。その結果、外部顧客に対する売上高は31億55百万円（前年同期比7.3％増）、営業利

益は１億７百万円（前年同期は営業損失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、

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

響と前年同期比で円高ドル安となったことによる為替変動の影響により、売上は落ち込みました。その結果、売上高

は８億10百万円（前年同期比17.4％減）、営業利益は２百万円（前年同期は営業損失65百万円）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。SG市場向けの高画質・エントリーモデルやIP市場向けの新製

品販売が順調に進み、前年同期を上回る売上推移を確保しました。その結果、売上高は21億95百万円（前年同期比

10.2％増）、営業利益は22百万円（同70.4％減）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、IP及びTA市場向けの製品販売を同時に展開し、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、

インクの組立中心の稼動に加え、新興国市場向け製品本体の量産体制の仕組みづくりに注力いたしました。併せて、

平成21年６月に設立した中国における販売子会社上海御牧貿易有限公司、平成21年９月に子会社化したインドにお

ける販売子会社MIMAKI KANPHOR INDIA PRIVATE LIMITEDにおいても更なる販売体制の整備に努めました。その結

果、売上高は46百万円（同1,622.9％増）、営業損失は50百万円（前年同期は営業損失４百万円）となりました。

（その他地域）

　平成21年７月に設立したブラジルにおける販売子会社MIMAKI BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDAにおいて、販

売体制の整備と販路の開拓に努めました。その結果、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、売上債権の増加等に使

用されたものの、仕入債務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６億48百万円増加

し、当第３四半期連結会計期間末には、48億67百万円となりました。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10億63百万円（前年同期比10億12百万円増）となりました。これは、売上債権の増

加５億81百万円や未払金の減少２億78百万円等があったものの、仕入債務の増加17億87百万円、減価償却費３億円

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91百万円（同２億63百万円減）となりました。これは、有形固定資産の取得による

支出91百万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）

　財務活動の結果使用した資金は３億40百万円（前年同期は12億40百万円の獲得）となりました。これは、長期借入

金の返済による支出１億77百万円、短期借入金の減少92百万円等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２億52百万円であります。
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　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

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21年12月31日)

提出日現在発行数(株)
（平成22年２月12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３四半期会計期間末現在
（平成21年12月31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
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（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

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。
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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３四半期会計期間末現在
（平成21年12月31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） －

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。

 

(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10月１日～

平成21年12月31日
― 69,600 ― 2,015,168 ― 1,903,168
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(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21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21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） 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（％）

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
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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21年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円） 57,00055,10067,00078,50067,50063,50061,00056,70059,100

最低（円） 47,00048,60050,10058,00060,10058,00049,80049,70051,300

　（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）及び前第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）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期連結

会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から

平成21年12月31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）及び前第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３四半期連結会計期間（平成

21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31

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３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,028,744 3,735,922

受取手形及び売掛金 3,794,178 3,395,753

商品及び製品 4,645,961 5,947,965

仕掛品 347,343 303,132

原材料及び貯蔵品 1,387,970 1,186,977

繰延税金資産 219,154 240,093

その他 622,092 1,038,687

貸倒引当金 △62,579 △76,650

流動資産合計 15,982,865 15,771,881

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,336,661 3,484,675

土地 1,306,536 1,292,470

その他（純額） 1,525,975 1,763,650

有形固定資産合計 ※1
 6,169,173

※1
 6,540,796

無形固定資産

のれん 165,396 248,094

その他 371,575 503,633

無形固定資産合計 536,971 751,728

投資その他の資産

繰延税金資産 620,717 378,514

その他 907,568 688,692

貸倒引当金 △74,063 △27,974

投資その他の資産合計 1,454,222 1,039,232

固定資産合計 8,160,367 8,331,757

資産合計 24,143,233 24,103,638

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※3
 5,377,968 4,054,795

短期借入金 6,008,570 5,800,000

1年内返済予定の長期借入金 893,032 995,606

未払法人税等 33,755 30,907

賞与引当金 169,035 287,833

製品保証引当金 139,294 161,536

その他 ※3
 1,824,020 2,097,321

流動負債合計 14,445,675 13,427,999

固定負債

長期借入金 2,378,928 2,778,980

退職給付引当金 273,200 244,029

その他 511,755 613,606

固定負債合計 3,163,884 3,636,615

負債合計 17,609,560 17,064,615
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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 3,218,316 3,702,327

自己株式 △199,930 △199,930

株主資本合計 6,936,724 7,420,734

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △3,778 △4,842

為替換算調整勘定 △420,988 △386,193

評価・換算差額等合計 △424,767 △391,036

新株予約権 21,715 9,324

純資産合計 6,533,672 7,039,022

負債純資産合計 24,143,233 24,103,638
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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）

前第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３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

売上高 19,158,431 17,127,128

売上原価 10,471,646 10,072,667

売上総利益 8,686,785 7,054,461

販売費及び一般管理費 ※
 8,087,010

※
 7,424,392

営業利益又は営業損失（△） 599,775 △369,931

営業外収益

受取利息 20,066 5,233

受取配当金 2,368 2,632

保険返戻金 35,955 －

還付加算金 － 8,051

その他 25,225 22,875

営業外収益合計 83,615 38,792

営業外費用

支払利息 68,075 82,244

売上割引 41,826 37,211

為替差損 222,017 58,407

持分法による投資損失 － 17,485

その他 5,622 7,689

営業外費用合計 337,541 203,038

経常利益又は経常損失（△） 345,848 △534,176

特別利益

固定資産売却益 18,417 18,836

特別利益合計 18,417 18,836

特別損失

固定資産売却損 333 3

固定資産除却損 13,474 18,812

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 56,555 71,261

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（△）

307,710 △586,601

法人税、住民税及び事業税 128,031 29,676

法人税等調整額 105,981 △225,522

法人税等合計 234,012 △195,845

四半期純利益又は四半期純損失（△） 73,697 △390,755
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第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)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

売上高 5,915,640 6,208,082

売上原価 3,186,218 3,698,903

売上総利益 2,729,421 2,509,178

販売費及び一般管理費 ※
 2,693,559

※
 2,447,723

営業利益 35,861 61,454

営業外収益

受取利息 6,620 3,010

受取配当金 125 11

為替差益 － 39,232

その他 8,132 10,773

営業外収益合計 14,878 53,027

営業外費用

支払利息 23,742 26,885

売上割引 15,713 14,088

為替差損 276,557 －

持分法による投資損失 － 17,485

その他 887 2,112

営業外費用合計 316,901 60,571

経常利益又は経常損失（△） △266,161 53,910

特別利益

固定資産売却益 9,279 3,542

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 3,542

特別損失

固定資産売却損 － 3

固定資産除却損 485 4,913

特別損失合計 485 4,916

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（△）

△245,151 52,536

法人税、住民税及び事業税 △146,408 4,940

法人税等調整額 141,819 91,209

法人税等合計 △4,589 96,150

四半期純損失（△） △240,561 △43,613
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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３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

307,710 △586,601

減価償却費 922,555 902,435

のれん償却額 55,132 82,698

貸倒引当金の増減額（△は減少） △30,239 32,691

製品保証引当金の増減額（△は減少） 108,433 △22,611

賞与引当金の増減額（△は減少） △161,780 △118,744

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 29,171

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 △7,866

支払利息 68,075 82,244

株式報酬費用 150,444 12,391

為替差損益（△は益） 652,278 60,469

固定資産売却損益（△は益） △18,083 △18,833

持分法による投資損益（△は益） － 17,485

固定資産除却損 13,474 18,812

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） 675,424 △374,662

たな卸資産の増減額（△は増加） △984,854 852,639

仕入債務の増減額（△は減少） △675,598 1,324,510

未収消費税等の増減額（△は増加） 264,841 281,677

未払金の増減額（△は減少） △590,877 △285,197

その他 427,598 △85,881

小計 1,017,402 2,249,274

利息及び配当金の受取額 22,263 7,866

利息の支払額 △59,415 △67,810

法人税等の支払額 △610,976 △80,281

法人税等の還付額 － 256,085

営業活動によるキャッシュ・フロー 369,274 2,365,134

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 22,018

有形固定資産の取得による支出 △969,642 △339,021

有形固定資産の売却による収入 32,075 33,677

無形固定資産の取得による支出 △376,610 △21,012

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 △56,214 2,863

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,763,348 △560,981
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（単位：千円）

前第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３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31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） 2,350,000 208,570

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 △424,785 △702,626

リース債務の返済による支出 △93,540 △99,700

配当金の支払額 △86,631 △83,958

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,745,043 △477,714

現金及び現金同等物に係る換算差額 △162,069 △9,605

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 188,899 1,316,833

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 ※
 3,551,199

※
 4,867,199
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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21年４月１日
至　平成21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、第２四半期連結会計期間より MIMAKI BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO

LTDA を新たに設立したため、連結の範囲に含めております。なお、MIMAKI

BRASIL REPRESENTACOES LTDA は平成21年12月に商号変更し、MIMAKI

BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA となっております。

　  （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

　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３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

（四半期連結損益計算書） 

１．前第３四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３四半期連結累計期間

　4,038千円）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３四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３四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３四

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。

　

　　　

【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３四半期連結会計期間末
（平成21年12月31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、5,022,522千円で

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、229,564千円であります。　 2  受取手形割引高は、200,445千円であります。

※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。

　

支払手形 538,895千円

流動負債「その他」(設備支払手形) 9,754 

　

                    

4　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。

4　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３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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 

※　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 1,735,361千円　

貸倒引当金繰入額 39,578 

製品保証引当金繰入額 49,456 

賞与引当金繰入額 94,960 

退職給付費用 48,774 

前第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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21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 

※　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 562,832千円　

貸倒引当金繰入額 29,395 

製品保証引当金繰入額 44,439 

賞与引当金繰入額 94,960 

退職給付費用 15,379　
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第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３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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

　

※　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12月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 5,028,744

預入期間が３か月を超える定期預金 △161,545

現金及び現金同等物 4,867,199

　

（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成21年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平

成21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

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　21,715千円

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、13,505千円であり

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

平成21年11月10日

取締役会
普通株式　 46,627 700　平成21年９月30日平成21年12月４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３四半期連結会計期間（自

平成21年10月１日　至平成21年12月31日）並びに前第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）及び当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21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】

前第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
2,939,904980,3991,992,6112,7255,915,640 － 5,915,640

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
1,917,5301,670 2,032 214,7722,136,005△2,136,005 －

計 4,857,434982,0691,994,643217,4978,051,645△2,136,0055,915,640

営業利益又は営業損失（△） △437,581△65,679 77,344 △4,631△430,547466,409 35,861

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31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
3,155,167810,2212,195,74146,951 － 6,208,082 － 6,208,082

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
2,249,68648,624 0 295,48010,0192,603,810△2,603,810 －

計 5,404,854858,8452,195,741342,43210,0198,811,892△2,603,8106,208,082

営業利益又は営業損失（△） 107,6182,654 22,882△50,649△4,484 78,022△16,56761,454
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前第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
9,281,0673,153,5526,709,08314,72719,158,431 － 19,158,431

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
7,240,52512,900 2,918 697,0687,953,413△7,953,413 －

計 16,521,5933,166,4526,712,002711,79627,111,845△7,953,41319,158,431

営業利益又は営業損失（△） △199,581 42,665 378,182△42,189 179,077420,697599,775

当第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31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
8,703,2752,502,5115,860,46060,881 － 17,127,128－ 17,127,128

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
5,110,71088,851 131 692,80510,0195,902,518△5,902,518 －

計 13,813,9852,591,3635,860,592753,68710,01923,029,647△5,902,51817,127,128

営業利益又は営業損失（△） △552,481△18,305△55,207△115,288△12,834△754,117384,185△369,931

　（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　

第２四半期連結会計期間において、MIMAKI BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO 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３四半期連結累計期間

（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。 

（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

前第３四半期連結累計期間

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】

前第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） 1,060,0461,950,432 433,198 823,793 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３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21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） 810,221 2,004,919 618,821 931,266 4,365,228

Ⅱ　連結売上高（千円） ― ― ― ― 6,208,082

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割

合（％）
13.0 32.3 10.0 15.0 70.3

前第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） 3,290,8876,131,5381,270,8442,894,959 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

当第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21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） 2,502,5115,419,8731,506,3882,391,848 11,820,622

Ⅱ　連結売上高（千円） ― ― ― ― 17,127,128

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割

合（％）
14.6 31.6 8.8 14.0 69.0

　（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、南アフリカ、オーストラリア、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３四半期連結会計期間末（平成21年12月31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と比較して著しい変動がありません。
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（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21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 1,798,665 1,785,004 13,660

　

（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21年10月１日　至 平成21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

売上原価 319千円

販売費及び一般管理費 3,364千円
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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21年12月31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 97,760.99円 １株当たり純資産額 105,533.60円

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第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３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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 5,866.23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。

 
前第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３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

四半期純利益又は四半期純損失(△)（千円） 73,697 △390,755

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 △390,755

期中平均株式数（株） 69,600 66,611

前第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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額 3,456.35円 １株当たり四半期純損失金額 654.75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、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。

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失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10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21年10月１日
至　平成21年12月31日）

四半期純損失（千円） 240,561 43,613

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損失（千円） 240,561 43,613

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。

　

（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】

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、支払いを行います。
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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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

   平成22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  

 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３四半期連結会計期間（平成21年10月１

日から平成21年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21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21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。

　

　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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