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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35期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第36期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第35期

会計期間
自平成21年４月１日
至平成21年６月30日

自平成22年４月１日
至平成22年６月30日

自平成21年４月１日
至平成22年３月31日

売上高（千円） 5,322,754 6,208,795 23,284,870

経常損失（千円） △460,802 △112,311 △481,508

四半期（当期）純損失（千円） △251,924 △88,738 △523,052

純資産額（千円） 6,793,871 5,935,809 6,357,075

総資産額（千円） 22,318,34122,818,60422,130,300

１株当たり純資産額（円） 101,781.96 88,678.35 95,057.31

１株当たり四半期（当期）純損失金額（円） △3,782.03 △1,332.19 △7,852.34

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（％） 30.4 25.9 28.6

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
318,908 112,247 2,083,851

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△77,913 △166,627 △698,090

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△402,697 1,365,343△2,626,908

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千

円）
3,398,141 3,465,636 2,282,228

従業員数（人） 771 867 842

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、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１四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１四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。

　

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成22年６月30日現在

従業員数（人） 867 (106)

　（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１

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22年６月30日現在

従業員数（人） 541 (78)

　（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１四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を主たる事業として営み、セグメントを地域別としております。その

ため、一部についてエンドユーザーの属する市場に対する機種群別の分類についても記載しております。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１四半期連結会計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

　
前年同四半期比（％）　

　

日　　　本（千円） 3,595,535 －

合　　　　　　計（千円） 3,595,535 －

　また、当第１四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１四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

　
前年同四半期比（％）　

　

ＳＧ市場向け（千円） 2,066,281 169.1

ＩＰ市場向け（千円） 941,465 238.0

ＴＡ市場向け（千円） 231,428 123.0

そ   の   他（千円） 356,359 228.5

合        計（千円） 3,595,535 183.3

　（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。
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(3）販売実績

　当第１四半期連結会計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

　
前年同四半期比（％）　

　

日　　　本（千円） 3,065,589 －

北　　　米（千円） 892,716 －

欧　　　州（千円） 2,157,574 －

ア　ジ　ア（千円） 86,698 －

報告セグメント計（千円） 6,202,578 －

そ　の　他（千円） 6,217 －

合　　　　　　計（千円） 6,208,795 －

　当第１四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１四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

　
前年同四半期比（％）　

　

ＳＧ市場向け（千円） 4,165,598 106.8

ＩＰ市場向け（千円） 1,206,656 155.8

ＴＡ市場向け（千円） 364,309 142.4

そ   の   他（千円） 472,231 120.8

合        計（千円） 6,208,795 116.6

　また、当第１四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１四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

　
前年同四半期比（％）　

　

製 品 本 体（千円） 3,177,898 127.3

イ  ン  ク（千円） 2,112,250 104.6

そ  の  他（千円） 918,646 113.8

合      計（千円） 6,208,795 116.6

　（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１四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、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重要は変更はありません。 

３【経営上の重要な契約等】

当第１四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。
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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】

(1）業績の状況

　当第１四半期連結会計期間における世界経済は、ギリシャの財政危機に端を発した欧州地域の金融不安から急激

な円高ユーロ安となる等、不安定な動きがあったものの、新興国地域の経済成長等により緩やかな回復基調で推移

いたしました。

　このような状況の中、当社グループは“仕組みをつくる”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、好調に推移したSG市場向け及びIP市場向けエントリーモデルのインクジェットプリン

タによって、対象市場における新規顧客開拓に注力し、商品の提供とともにユーザーの儲けに繋がるビジネスモデ

ルの提案をすることにより、インクジェットプリンタとカッティングプロッタによるオンデマンド生産の推進と製

品の拡販に努めました。

　その結果、当第１四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16.6％増）、営業利益は１億22

百万円（前年同期は営業損失４億18百万円）となりましたが、急激な円高ユーロ安の影響を受けたため為替差損が

発生したこと等により、経常損失は１億12百万円（前年同期は経常損失４億60百万円）、四半期純損失は88百万円

（前年同期は四半期純損失２億51百万円）となりました。

　セグメントの業績は次のとおりであります。

（日本）

　日本におきましては、10ヶ所の営業拠点による日本国内販売とアジア・パシフィック地域（一部を除く）向けの

販売を展開しております。日本国内向けの売上は、SG市場向け及びIP市場向けの製品本体を中心に堅調に推移し、ア

ジア・パシフィック地域向けの売上も同様に堅調な推移となりました。その結果、外部顧客に対する売上高は30億

65百万円、営業利益は１億25百万円となりました。　

（北米）

　北米におきましては、販売子会社MIMAKI USA,INC.のアトランタ本社コールセンターと、４つの拠点を中心とした

保守サービス要員の配置により、日本地域同様の販売・サービス体制を整えるべく展開しております。主力のアメ

リカ国内においては、不況による影響が長引いておりましたが、緩やかな回復基調で推移いたしました。その結果、

売上高は８億92百万円、営業利益は24百万円となりました。

（欧州）

　欧州におきましては、地域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

Mimaki-nbn GmbHによって展開しております。ギリシャの財政危機に端を発した急激な円高ユーロ安による影響が

大きかったものの、売上は総じて順調に推移し、IP市場向けにおいて新製品を中心とした拡販を実らせたこと等に

より、為替の悪影響を上回る伸長となりました。その結果、売上高は21億57百万円、営業利益は59百万円となりまし

た。

（アジア）

　アジアにおきましては、部品調達、インク組立及び台湾での製品販売を行う子会社台湾御牧股?有限公司、インク

を中心に当社グループ製品を製造する中国の御牧噴墨打印科技（浙江）有限公司、中国での製品販売を行う上海御

牧貿易有限公司の体制で展開し、製造・販売の仕組みづくりに注力いたしました。その結果、売上高は86百万円、営

業損失は61百万円となりました。

（その他）

　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、売上高は６百万円、営業損失は33百万円となりました。

　当第１四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 4,165 67.1

Ｉ Ｐ 市 場 向 け 1,206 19.4

Ｔ Ａ 市 場 向 け 364 5.9

そ     の     他 472 7.6

合             計 6,208 100.0
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（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い推移を続けまし

た。カッティングプロッタ本体では伸び悩む傾向が続いておりましたが、高速・高画質の上位機種JV5シリーズに回

復の兆しが見られ、売上に貢献いたしました。その結果、売上高は41億65百万円（前年同期比6.8％増）となりまし

た。

（IP市場向け）

　新製品を中心とした製品本体が順調に推移したことで売上の伸長に大きく貢献し、インク等消耗品についても堅

調に推移いたしました。環境対応に優れたUV硬化インクを使用したオンデマンド生産の推進を継続する中、平成22

年２月にLED-UV方式で圧倒的な低価格を実現したUJF-3042による提案が新規顧客の開拓等に奏功いたしました。そ

の結果、売上高は12億６百万円（同55.8％増）となりました。

（TA市場向け）

　平成21年10月に従来機種比で高速化、低ランニングコスト化を実現したデジタル捺染インクジェットプリンタ

Tx400-1800D、平成22年２月には伸縮素材の安定搬送を実現する機能を持ったTx400-1800Bを発売し、生産性とラン

ニングコストの両面での向上を訴求できる新製品をラインナップに加え、デジタル捺染ビジネス推進とともに拡販

に努めました。その結果、売上高は３億64百万円（同42.4％増）となりました。

(2）キャッシュ・フローの状況

　当第１四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、たな卸資産の増加や仕

入債務の減少があったものの、短期借入金の増加等により、前連結会計年度末に比べ11億83百万円増加し、当第１四

半期連結会計期間末には、34億65百万円となりました。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１億12百万円（前年同期比２億６百万円減）となりました。これは、たな卸資産の

増加２億63百万円に加え、仕入債務の減少１億92百万円等があったものの、為替差損３億28百万円、未収消費税等の

減少２億83百万円、減価償却費２億60百万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１億66百万円（同88百万円増）となりました。これは、有形固定資産の取得による

支出１億34百万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13億65百万円（前年同期は４億２百万円の使用）となりました。これは、短期借入

金の増加16億23百万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１四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１四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２億37百万円であります。

　なお、当第１四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、次の経営戦略を掲げております。

（全社戦略）

産業用インクジェットプリンタ＆カッティングプロッタでオンデマンド生産を推進するＭｉｍａｋｉ

①市場の声を聞き、ユーザーニーズに合った商品を提供する

・情報収集と分析に基づく、IP市場・TA市場での規模の拡大

　→ユーザーの儲けに繋がるビジネスモデルの提案、未開拓領域のデジタル化推進

・デジタルプリントが生み出すエコ対応メリットの提案強化

　→省資源、省電力、廃棄物低減　

②次の時代を先取りした商品提案

・市場の求めを捉え、差別化を訴求できる付加価値を持った製品開発への取り組み

　→多様化、高速化、低ランニングコスト化

・インクを中心としたアフターマーケットビジネスの提案

　→CS向上によるユーザーとの関係強化、固定客づくり　

③フレキシブル対応が可能なコスト構造への取り組み

・生産、調達のグローバル化によるコスト削減、リスク低減

・需要変動に適応するためのQCD（品質、コスト、納期）管理の強化

（機種群別市場戦略）

①SG市場戦略
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商品戦略

・先進国向けと新興国向けの２系列エントリーモデルの品揃え

・グローバルマーケット向け中生産性モデルの品揃え

販売戦略　

・スクリーン印刷市場のデジタル化を推進

・環境に優しいUVプリンタの販売促進

・環境に優しいソフトサインの用途提案による対応機種の販売促進

②IP市場戦略

商品戦略　

・高画質UVプリンタのスピード・サイズの豊富な品揃え

・エコ・グリーンを広めるLED-UVプリンタの拡充

販売戦略　

・エントリーモデルを活用した販売チャネルづくり

・前処理、後処理のノウハウやプリンタとカッティングマシンの組合せによるトータルソリューションの提供

③TA市場戦略

商品戦略

・生産性を向上させた製品と低価格インクの投入　

・高速性能を強化し無人運転可能な上位機種の開発

販売戦略

・テキスタイル市場のデジタル化を推進

・インクを中心としたアフターマーケットビジネスの拡大
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

当第１四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１四半期連結会計期間において、前連結会計年度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１四半期会計期間末現
在発行数（株）
(平成22年６月30日)

提出日現在発行数(株)
（平成22年８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
大阪証券取引所

（ＪＡＳＤＡＱ市場）　

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１四半期会計期間末現在
（平成22年６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
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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。
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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１四半期会計期間末現在
（平成22年６月30日）

新株予約権の数（個） 1,370（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） 1,370（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

等の理由による権利喪失分の当該数を減じております。

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　

　

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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(5)【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22年４月１日～

平成22年６月30日　
― 69,600 ― 2,015,168 ― 1,903,168

(6)【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１四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。

(7)【議決権の状況】

　当第１四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22年３月31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22年６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22年６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番地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22年４月 ５月 ６月

最高（円） 116,000 96,000 106,200

最低（円） 70,300 78,000 87,000

　（注）最高・最低株価は、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場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の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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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１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び前第１四半期連結累計期間

（平成21年４月１日から平成21年６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１四半期連結

会計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成22年４月１日から

平成22年６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１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平

成21年６月30日まで）及び前第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び当第１四半

期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について有限責任監査

法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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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１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,680,509 2,501,280

受取手形及び売掛金 4,030,051 4,062,629

商品及び製品 4,778,598 4,849,089

仕掛品 492,761 412,201

原材料及び貯蔵品 1,477,891 1,518,438

繰延税金資産 173,516 250,325

その他 422,148 752,643

貸倒引当金 △75,832 △123,484

流動資産合計 14,979,643 14,223,126

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,201,515 3,275,396

土地 1,306,536 1,306,536

その他（純額） 1,559,207 1,570,479

有形固定資産合計 ※1
 6,067,258

※1
 6,152,412

無形固定資産

のれん 110,264 137,830

その他 324,596 347,473

無形固定資産合計 434,860 485,304

投資その他の資産

繰延税金資産 565,766 451,204

その他 852,448 901,105

貸倒引当金 △81,373 △82,852

投資その他の資産合計 1,336,842 1,269,457

固定資産合計 7,838,961 7,907,173

資産合計 22,818,604 22,130,300

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,070,816 5,304,999

短期借入金 5,837,660 4,214,300

1年内返済予定の長期借入金 807,804 836,376

未払法人税等 10,284 23,023

賞与引当金 132,744 299,499

製品保証引当金 156,253 152,279

その他 2,127,832 2,044,259

流動負債合計 14,143,395 12,874,737

固定負債

長期借入金 1,931,480 2,122,724

退職給付引当金 294,489 281,816

資産除去債務 49,107 －

その他 464,321 493,946

固定負債合計 2,739,398 2,898,487

負債合計 16,882,794 15,773,224
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22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 2,950,653 3,086,019

自己株式 △199,930 △199,930

株主資本合計 6,669,061 6,804,427

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △6,795 △4,064

為替換算調整勘定 △755,312 △468,499

評価・換算差額等合計 △762,107 △472,564

新株予約権 28,856 25,213

純資産合計 5,935,809 6,357,075

負債純資産合計 22,818,604 22,130,300
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年６月30日)

売上高 5,322,754 6,208,795

売上原価 3,158,867 3,538,872

売上総利益 2,163,886 2,669,923

販売費及び一般管理費 ※
 2,582,171

※
 2,547,195

営業利益又は営業損失（△） △418,284 122,727

営業外収益

受取利息 1,175 1,219

受取配当金 2,621 3,578

その他 6,121 11,216

営業外収益合計 9,918 16,013

営業外費用

支払利息 28,836 22,663

売上割引 10,926 14,008

為替差損 5,388 196,051

持分法による投資損失 － 13,975

その他 7,283 4,354

営業外費用合計 52,436 251,053

経常損失（△） △460,802 △112,311

特別利益

固定資産売却益 6,043 1,107

貸倒引当金戻入額 － 47,629

特別利益合計 6,043 48,737

特別損失

固定資産除却損 12,106 363

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 58,312

特別損失合計 12,106 58,675

税金等調整前四半期純損失（△） △466,865 △122,250

法人税、住民税及び事業税 14,428 9,629

法人税等調整額 △229,369 △43,141

法人税等合計 △214,940 △33,512

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △88,738

四半期純損失（△） △251,924 △88,738

EDINET提出書類

株式会社ミマキエンジニアリング(E02114)

四半期報告書

18/27



（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年６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損失（△） △466,865 △122,250

減価償却費 315,731 260,891

のれん償却額 27,566 27,566

貸倒引当金の増減額（△は減少） 28,159 △47,629

製品保証引当金の増減額（△は減少） 13,663 7,137

賞与引当金の増減額（△は減少） △160,509 △166,358

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,802 12,673

受取利息及び受取配当金 △3,797 △4,797

支払利息 28,836 22,663

株式報酬費用 4,749 3,643

為替差損益（△は益） △55,380 328,482

固定資産売却損益（△は益） △6,043 △1,107

持分法による投資損益（△は益） － 13,975

固定資産除却損 12,106 363

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 58,312

売上債権の増減額（△は増加） 111,711 △124,127

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,089,738 △263,271

仕入債務の増減額（△は減少） △979,252 △192,109

未収消費税等の増減額（△は増加） 484,615 283,208

未払金の増減額（△は減少） △35,063 48,585

その他 △43,140 39,825

小計 377,628 185,675

利息及び配当金の受取額 3,797 2,483

利息の支払額 △19,899 △23,153

法人税等の支払額 △42,616 △52,758

営業活動によるキャッシュ・フロー 318,908 112,247

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） 7,104 △12,160

有形固定資産の取得による支出 △120,881 △134,604

有形固定資産の売却による収入 12,147 3,098

無形固定資産の取得による支出 △7,946 △19,133

その他 31,663 △3,827

投資活動によるキャッシュ・フロー △77,913 △166,627

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） △100,200 1,623,360

長期借入金の返済による支出 △264,257 △219,816

リース債務の返済による支出 △33,595 △33,762

配当金の支払額 △4,644 △4,438

財務活動によるキャッシュ・フロー △402,697 1,365,343

現金及び現金同等物に係る換算差額 9,477 △127,555

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △152,224 1,183,408

現金及び現金同等物の期首残高 3,550,366 2,282,228

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 3,398,141

※
 3,465,636
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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１四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

１．会計処理基準に関する事項の変更 (1）資産除去債務に関する会計基準の適用

　　当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企

業会計基準第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を

適用しております。

　　これにより営業利益は2,539千円減少し、経常損失は2,539千円増加し、税金

等調整前四半期純損失は60,851千円増加しております。また、当会計基準等

の適用開始による資産除去債務の変動額は、49,015千円であります。　

【表示方法の変更】

当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

（四半期連結損益計算書）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用によ

り、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失（△）」の科目で表示しております。

　　

【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。

【追加情報】

　　　該当事項はありません。　

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成22年６月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、5,518,667千円で

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。　

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、5,226,630千円で

あります。

  ２　受取手形割引高は、198,713千円であります。

　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。
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（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６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 613,426千円　

貸倒引当金繰入額 30,353　

製品保証引当金繰入額 49,081 

賞与引当金繰入額 68,753 

退職給付費用 17,520 

給料手当 623,038千円　

製品保証引当金繰入額 62,932 

賞与引当金繰入額 71,758 

退職給付費用 19,221 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６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21年６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22年６月30日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 3,579,628

預入期間が３か月を超える定期預金 △181,486

現金及び現金同等物 3,398,141

 （千円）

現金及び預金勘定 3,680,509

預入期間が３か月を超える定期預金 △214,872

現金及び現金同等物 3,465,636

（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日　至平

成22年６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　28,856千円

　　　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、20,646千円でありま

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22年６月29日

定時株主総会
普通株式 46,627 700 平成22年３月31日 平成22年６月30日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

　前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年６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１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年６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
2,490,786866,3071,959,3756,2845,322,754 ― 5,322,754

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
1,338,7716,874 ― 138,5431,484,188△1,484,188 ―

計 3,829,558873,1811,959,375144,8286,806,942△1,484,1885,322,754

営業利益又は営業損失（△） △530,397△21,273 △8,459 △36,225△596,355178,070△418,284

　（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

　

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年６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） 866,307 1,828,865 438,203 543,979 3,677,355

Ⅱ　連結売上高（千円） ― ― ― ― 5,322,754

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割

合（％）
16.3 34.4 8.2 10.2 69.1

　（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、シンガポール、インド

(4）その他の地域・・・ブラジル、ロシア、オーストラリア、南アフリカ、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。
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【セグメント情報】

　　１．報告セグメントの概要　

　　当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の

配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　　当社は、主に業務用広幅インクジェットプリンタ、カッティングプロッタを生産・販売しており、国内において

は当社が、北米、欧州、アジアの各地域を、MIMAKI USA,INC.（アメリカ）、MIMAKI EUROPE B.V.（オランダ）と

Mimaki-nbn GmbH（ドイツ）、上海御牧貿易有限公司（中国）及びその他の現地法人が、それぞれ担当しており

ます。現地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、取り扱う製品について各地域の包括的な戦略を立案し、事

業活動を展開しております。

　　したがって、当社は、生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「北

米」、「欧州」及び「アジア」の４つを報告セグメントとしております。　

　　２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　　当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日　至平成22年６月30日）

（単位：千円）　

　
報告セグメント その他

（注）
合計

日本 北米 欧州 アジア 計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

　外部顧客への売上高 3,065,589892,7162,157,57486,6986,202,578 6,217 6,208,795

　セグメント間の内部

　売上高又は振替高
2,803,357 167 － 240,3803,043,905 4,108 3,048,014

計 5,868,946892,8832,157,574327,0799,246,48310,3269,256,810

セグメント利益又は

損失（△）
125,72424,481 59,641△61,830148,016△33,959 114,057

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ブラジルの現地法人の事業活動

を含んでおります。

　　３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内

容　（差異調整に関する事項）

　（単位：千円）

　利益 金額

　報告セグメント計 148,016

　「その他」の区分の利益 △33,959

　セグメント間取引消去 8,669　

　四半期連結損益計算書の営業利益 122,727

（追加情報）　

　当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平

成20年３月21日）を適用しております。　
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（金融商品関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日）

金融商品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。

（有価証券関係）

　当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日）

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１四半期連結会計期間末（平成22年６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

年度の末日と比べて著しい変動が認められますが、当第１四半期連結会計期間末における残高はありません。

（ストック・オプション等関係）

当第１四半期連結会計期間（自平成22年４月１日　至平成22年６月30日）

ストック・オプションに係る当第１四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　　　 　　　 　266千円

　販売費及び一般管理費　3,377千円

（資産除去債務関係）

　　　　当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日）　　　　

　　　　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成22年６月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

１株当たり純資産額  88,678.35円 １株当たり純資産額 95,057.31円

　

２．１株当たり四半期純損失金額等

前第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額 3,782.03円 １株当たり四半期純損失金額 1,332.19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株当たり当期純損失であり、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、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１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

四半期純損失（千円）      251,924      88,738

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）       251,924       88,738

期中平均株式数（株）       66,611       66,611

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

２【その他】

　該当事項はありません。　
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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８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１四半期連結会計期間（平成21年４月１

日から平成21年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６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６月30日現

在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

   平成22年８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 五十幡　理一郎　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22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成22年４月１

日から平成22年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年６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22年６月30日現

在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・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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