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１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 13,960 35.1 901 202.6 1,014 171.4 669 223.0

18年９月中間期 10,331 ― 297 ― 373 ― 207 ―

19年３月期 23,337  1,158  1,305  771  

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年９月中間期 32,355 98 ― ―

18年９月中間期 12,415 22 ― ―

19年３月期 45,637 35 ― ―

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 ―百万円 18年９月中間期 ―百万円 19年３月期 ―百万円

(2）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年９月中間期 23,375 6,491 27.6 311,765 57

18年９月中間期 18,303 3,424 18.7 205,032 01

19年３月期 21,770 5,844 26.9 282,353 60

（参考）自己資本 19年９月中間期 6,453百万円 18年９月中間期 3,424百万円 19年３月期 5,844百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年９月中間期 841 △500 △368 4,768

18年９月中間期 972 △731 353 2,502

19年３月期 2,124 △1,030 1,732 4,769

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 ― ― ― ― ― ― 3,500 00 3,500 00

20年３月期 ― ― 2,000 00 － －

20年３月期（予想） － － ― ― 2,000 00 4,000 00

 ※平成19年３月期期末配当3,500円には、上場記念配当500円が含まれております。

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 28,910 23.9 1,980 70.9 2,010 54.0 1,260 63.4 60,869 57
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

（注）詳細は、７ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、15ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年９月中間期 20,700株 18年９月中間期 16,700株 19年３月期 20,700株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 ―株 18年９月中間期 ―株 19年３月期 ―株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、28ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 12,873 30.8 648 40.3 748 39.0 444 46.6

18年９月中間期 9,843 ― 462 ― 538 ― 303 ―

19年３月期 20,890  833  959  409  

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 21,462 73

18年９月中間期 18,148 77

19年３月期 24,228 80

(2）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年９月中間期 21,984 5,661 25.6 271,661 88

18年９月中間期 17,856 3,321 18.6 198,911 39

19年３月期 20,692 5,251 25.4 253,689 08

（参考）自己資本 19年９月中間期 5,623百万円 18年９月中間期 3,321百万円 19年３月期 5,251百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 25,640 22.7 1,090 30.8 1,150 19.8 680 66.1 32,850 24

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると

判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想

の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「１．経営成績(1）経営成

績に関する分析」及び平成19年11月12日公表の「平成20年３月期の中間期・通期の業績予想修正に関するお知らせ」

をご覧下さい。

（その他特記事項）

　当社グループは、平成18年９月中間期より中間決算数値を開示しているため、平成18年９月中間期における対前

年中間期増減率の記載はございません。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当中間連結会計期間における世界経済を概観いたしますと、まず、わが国経済においては引続き好調な企業業績を

背景とした設備投資が堅調で、底堅く回復基調で推移いたしました。次に、海外においてはアメリカでのサブプライ

ム住宅ローン問題や原油価格高騰等の懸案を抱えながらも、欧州、アジア経済も概ね堅調に推移いたしました。 

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

サポートするための施策を積極的に展開してまいりました。

　具体的施策といたしましては、平成19年８月よりSG市場向け国内最大級の大型機JV5-320S及び主力製品JV3シリーズ

の後継機JV33-130/160を発売開始し、お客様のニーズに合わせたインクジェットプリンタのラインナップ強化を図り

ました。また、平成19年８月よりのぼり旗や横断幕等のポリエステル素材に転写可能な新インク「昇華転写インク

51」を発売開始いたしました。

　この間、販売子会社であるMIMAKI USA,INC.及びMIMAKI EUROPE B.V.におきましても、当社製品をお使いいただいて

いるユーザーや販売代理店等に対するサポート体制の一層の強化や、新たな販売チャネルの開拓に取組みました。ま

た、平成19年４月には、部品等の調達子会社である台湾御牧股份有限公司において、一部のインク組立を開始するた

めの工場設備等の資金として、増資を実施したほか、中国においても子会社設立準備を開始する等グループの生産体

制の更なる強化に着手いたしました。 

　その結果、当中間連結会計期間における各科目別の経営成績及びその分析は次のとおりであります。

①売上高

　売上高は、主力のJV3シリーズが後継機発売による買控えの影響も少なく底堅く推移したほか、平成18年６月に発売

開始したSG市場向けのJV5シリーズや平成18年12月に発売開始したIP市場向けのJF-1631等が当中間連結会計期間を通

じて売上に貢献したこと、及びプリンタ本体稼働台数増加に伴うインク等消耗品売上も好調に推移したこと等により、

当中間連結会計期間の売上高は139億60百万円（前年同期比35.1％増）となりました。 

②売上原価、販売費及び一般管理費、営業利益

　売上総利益率は、前述の増収効果及び為替レートがおおよそ想定より円安に推移したことに伴う売上増加等により、

44.8％（前年同期2.2ポイントの改善）となりました。また、販売費及び一般管理費は、主に給料手当、支払手数料等

の増加により53億59百万円（前年同期比30.6％増）となりました。その結果、営業利益は９億１百万円（同202.6％

増）となりました。

③営業外損益、経常利益 

　営業外収益は、主に為替差益及び受取利息等の増加により１億88百万円（同51.3％増）となりました。営業外費用

は主に支払利息等の増加により75百万円（同54.5％増）となりました。その結果、経常利益は10億14百万円（同

171.4％増）となりました。 

④特別損益、中間純利益 

　特別利益は、固定資産売却益の計上により７百万円（同45.3％増）となりました。特別損失は、主に前年同期にお

いて発生した訴訟関連費用がなくなったため37百万円（同53.8％減）となりました。その結果、中間純利益は６億69

百万円（同223.0％増）となりました。 

 

　当社グループはコンピュータ周辺機器の単一セグメントであります。当中間連結会計期間における機種群別及び品

目別の売上高は以下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（％） 前年同期増減率（％）

 S G 市 場 向 け 9,737 69.8 20.4

 I P 市 場 向 け 2,474 17.7 157.9

 T A 市 場 向 け 802 5.7 19.0

 そ     の    他 945 6.8 54.5

 合           計 13,960 100.0 35.1

[品目別売上高] 

 売上高（百万円） 構成比率（％） 前年同期増減率（％）

 製  品  本  体 7,337 52.6 35.5

 イ    ン    ク 4,704 33.7 46.4

 そ    の    他 1,918 13.7 12.6

 合          計 13,960 100.0 35.1
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（SG市場向け） 

　主力製品であるJV3シリーズが後継機発売による買控えの影響も少なく底堅く推移したほか、上位機種JV5シリーズ

も「JASDAQ上場記念キャンペーン」やミニ展等による効果もあり累積販売台数を着実に伸ばしました。また、プリン

タ本体稼働台数増加に伴うインク等消耗品も売上に寄与いたしました。その結果、売上高は97億37百万円（前年同期

比20.4％増）となりました。 

（IP市場向け） 

　前述のJF-1631や平成19年１月に発売開始したUJF-605CⅡ等により、様々な業界にオンデマンド生産による多品種少

量生産・納期短縮・コスト削減・クイックレスポンスを提案し、販路拡大に注力いたしました。また、付随するイン

ク等消耗品売上も好調に推移いたしました。その結果、売上高は24億74百万円（同157.9％増）と大幅に伸長いたしま

した。

（TA市場向け） 

　引続き現行機種での販売が中心となりましたが、製品本体、消耗品共に底堅く推移いたしました。その結果、売上

高は８億２百万円（同19.0％増）となりました。

 

　また、所在地別セグメントの実績は、以下のとおりであります。 

（日本地域） 

　日本地域におきましては、全国11ヶ所の支社、支店及び営業所を拠点として引続き積極的な営業戦略を展開いたし

ました。主力のJV3シリーズ及び上位機種JV5シリーズ等製品ラインナップを取り揃えたことにより、お客様のニーズ

にあった製品を各種展示会、ミニ展、キャンペーン等を通じて積極的に提案いたしました。また、プリンタ本体稼働

台数増加に伴い、インク等消耗品売上も好調に推移いたしました。その結果、売上高は65億９百万円（前年同期比

18.1％増）、営業利益は６億51百万円（同44.7％増）となりました。

（北米地域） 

　北米地域におきましては、販売子会社MIMAKI USA,INC.を通じ、日本国内同様の営業・保守サービス体制の強化によ

り積極的な営業戦略を展開いたしました。主力のSG市場向け製品のほか、IP市場向けも順調に推移し、インク等消耗

品売上も好調に推移いたしました。その結果、売上高は26億85百万円（同26.5％増）、営業利益は１億16百万円（前

年同期は35百万円の営業損失）となりました。

（欧州地域） 

　欧州地域におきましては、販売子会社MIMAKI EUROPE B.V.を通じ、引続き積極的な販路開拓等の営業戦略を展開い

たしました。北米地域同様にSG、IP市場向けを中心に好調に推移し、インク等消耗品も売上に貢献いたしました。ま

た、為替レートが円安（ユーロ高）に推移したことによる売上押上げ効果も働きました。その結果、売上高は47億64

百万円（同76.9％増）、営業利益は５億43百万円（同385.5％増）となりました。

（アジア地域）

　アジア地域におきましては、調達コストの増加及びインク組立工場稼働に伴う費用が増加した結果、売上高は１百

万円（前年同期はゼロ）、営業利益は１百万円（同93.8％減）となりました。

 

（通期の見通し）

　通期の連結業績見通しにつきましては、平成19年11月12日付「平成20年３月期の中間期・通期の業績予想修正に関

するお知らせ」にて、業績予想を修正しております。

　全般的な見通しは、平成19年５月18日付「平成19年３月期決算短信」内で公表したものと変わりありません。その

上で、最近の状況を踏まえ今後の動向を機種群別に検討した結果は、次のとおりであります。

（売上高）

 ①SG市場向け

　主力JV33シリーズ及び上位機種JV5シリーズの大型版等の発売により製品ラインナップの拡充を図ってまいりま

した。また、累積販売台数増加に伴うインク等消耗品売上も好調に推移しております。今後も積極的にグローバ

ル展開を図っていく計画により、199億65百万円を見込んでおります。

 ②IP市場向け

　主要製品JF-1631及びUJF-605CⅡのほか付随するインク等消耗品を中心に順調に売上を伸ばしております。今後

も、IP市場向けの販売チャネルを積極的に構築するほか、インクジェットプリンタの活用による様々な可能性を

訴求し市場開拓していく計画により、57億69百万円を見込んでおります。

 ③TA市場向け

　現行機種での販売が中心となっておりますが、前処理・後処理までのノウハウ蓄積を図りトータルソリューショ

ンを提供していく計画により、13億56百万円を見込んでおります。
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（売上総利益）

　増産体制のための工場設備拡充による減価償却費の計上や新製品の量産開始に伴うコストアップを見込む一方で、

設計変更や内製化、生産合理化等によるコストダウンを見込んでおります。

（販売費及び一般管理費）

　売上高増加に伴う変動費増加のほか、今後の新製品開発に向けた研究開発費の計上及びストック・オプション関

連費用の計上を見込むと同時に、経費節減も見込んでおります。

（営業外収益・費用）

　中間時点までに計上した為替差益のほか、預金利息収入、借入金及び社債の支払利息等を見込んでおります。

（特別損益）

　特に大きく見込んでいるものはありません。

（為替の前提条件）

　平成19年５月18日公表時点と同様のレート（１米ドル＝116円、１ユーロ＝150円）であります。

 

　なお、業績見通しは、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際

の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

 

(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況 

（資産）

　当中間連結会計期間における資産の残高は、233億75百万円（前年同期末は183億３百万円）となり、50億72百万円

増加いたしました。流動資産の残高は、173億13百万円（同123億81百万円）となり、49億32百万円増加いたしました。

これは主に、前中間連結会計期間に比べ売上が伸びたことにより、現金及び預金が21億65百万円、受取手形及び売掛

金が11億91百万円、たな卸資産が11億80百万円増加したこと等によるものであります。また、固定資産は60億62百万

円（同59億22百万円）となり、１億39百万円の増加となりました。

（負債） 

　当中間連結会計期間における負債の残高は、168億84百万円（前年同期末は148億79百万円）となり、20億４百万円

増加いたしました。流動負債の残高は、157億15百万円（同120億24百万円）となり、36億91百万円増加いたしました。

これは主に、売上増加に伴う原材料等の仕入増加により、支払手形及び買掛金が19億84百万円増加したこと及び社債

の償還期限が１年以内となり固定負債から流動負債となったため６億50百万円増加したこと等によるものであります。

また、固定負債の残高は、11億69百万円（同28億55百万円）となり、16億86百万円減少いたしました。これは主に、

平成19年３月の公募増資による調達資金により、金融機関借入を返済したこと及び社債が流動負債となったこと等に

よるものであります。

（純資産）

　当中間連結会計期間における純資産の残高は、64億91百万円（前年同期末は34億24百万円）となり、30億67百万円

増加いたしました。これは主に、平成19年３月の公募増資により資本金及び資本剰余金が増加したこと、利益剰余金

が中間純利益により増加したこと等によるものであります。

②キャッシュ・フローの状況 

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、設備投資や長期借入金の返済等に

一部使用されたものの、業績が引続き好調であったことによる営業キャッシュ・フロー等の獲得により、前年同期末

に比べ22億66百万円増加し、当中間連結会計期間末には47億68百万円となりました。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。

　営業活動におきましては、業績が引続き好調であったことによる税金等調整前中間純利益に減価償却を加味した本

業の資金獲得に加え、仕入債務の増加等で獲得した資金が、たな卸資産の増加や売上債権の増加等に使用されました。

その結果得られた資金は８億41百万円（前年同期比１億31百万円の減少）となりました。 

　投資活動におきましては、主に工場設備増強に伴う有形固定資産の取得による支出等に使用されました。その結果

使用された資金は５億円（同２億31百万円の減少）となりました。

　財務活動におきましては、主に長期借入金の返済による支出に使用されました。その結果使用された資金は３億68

百万円（前中間連結会計期間は３億53百万円の獲得）となりました。
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　当社グループのキャッシュ・フローの指標は次のとおりであります。 

平成18年３月期 平成19年３月期 平成19年９月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） ― 20.2 18.7 26.9 27.6

時価ベースの自己資本比率

（％）
― ― ― 46.6 82.6

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年）
― 9.0 3.6 3.1 3.7

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
― 10.8 29.5 22.6 28.1

 （注）自己資本比率：自己資本／総資産

 　　　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

 　　　キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

 　　　（中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。）

 　　　インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

 　　　１．いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

 　２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。平成19年３月期中間期までは

　　　 未上場であり期末株価終値がないため「―」で表記してあります。

   ３．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書によるキャッシュ・フローを使用しておりま

　　　 す。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象とし

　　　 ております。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、株主への還元を第一として、配当原資確保のための収益力を強化し、継続的かつ安定的な配当を行うこと

を基本方針としております。なお、内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開への備えと研究開発費用と

して投入していくこととしております。 

　当期より株主の利便性等を考慮いたしまして中間配当及び期末配当の年２回の配当を行うことを基本方針といたし

ました。なお、当中間期の剰余金の配当につきましては、継続的な安定配当の基本方針のもと、１株あたり2,000円と

させていただきます。 

　なお、現時点におきまして期末配当は、１株当たり2,000円（中間と合わせ年額4,000円）を予定しております。
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２．企業集団の状況
　当社グループは、当社及び連結子会社（MIMAKI USA,INC.、MIMAKI EUROPE B.V.、台湾御牧股份有限公司、㈱ミマキ

プレシジョン、㈱ウィズテック、㈱グラフィッククリエーション）の計７社により構成され、業務用広幅プリンタ、

カッティングプロッタ等の製造・販売を主たる業務としております。

　なお、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、事業の種類別セグメントは記載してい

ないため、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。

(1）SG（Sign Graphics）市場向け

　広告・看板等のサイングラフィックス市場向けの機種群であります。クイックレスポンス、コスト低減、高画質

が求められデジタル化が進むサイングラフィックス市場に向け、用途やプリント素材に応じ各種インクを使い分け

た広幅インクジェットプリンタや文字・ロゴ・イラスト等の輪郭をカットするカッティングプロッタ等を製造・販

売しております。

　耐候性、耐水性に優れた当社独自のソルベントインクを採用したインクジェットプリンタであるJV3シリーズや、

当社従来製品より高速プリントを可能にしたJV5シリーズ、トンボ読み取り機能を搭載し印刷物の輪郭カットを容易

に行うことを可能としたカッティングプロッタであるCG-FXシリーズ等が主要製品であり、屋内・屋外における標識、

表示、ディスプレイ、看板等の作成に用いられております。

(2）IP（Industrial Products）市場向け

　工業製品（インダストリアルプロダクト）の生産現場等で使用される機種群であります。ユーザーの製造ライン

に組み込まれ、生産合理化やコスト削減の実現に資するために、対象業種を問わず多種多様な素材にプリント可能

なフラットベッド型のインクジェットプリンタやカッティングプロッタ等を製造・販売しております。

　空気中に揮発性有機化合物（VOC）を放出しない環境に優しいUV（紫外線）硬化型インクを採用し、従来のアナロ

グ印刷では困難であったグラデーションや多彩な色を容易に表現できるインクジェットプリンタであるJFシリーズ

や、SG市場向けと同様にトンボ読み取り機能を搭載したフラットベッド型カッティングプロッタであるCF2シリーズ

等が主要製品であり、プリントラベル、IDカード、自動車のインパネ等、各種業界の製造現場で用いられておりま

す。

(3）TA（Textiles & Apparel）市場向け

　テキスタイルアパレル等の市場向けの機種群であります。特にサンプル作成や少量多種生産等クイックレスポン

スを必要とするユーザーに応えるために、ダイレクトプリントを提案することが可能なインクジェットプリンタ等

を製造・販売しております。

　染色用の専用捺染インクを採用し布地に直接プリントできるデジタル捺染インクジェットプリンタであるTX2シ

リーズや、捺染顔料インクを用いたフラットベッド型インクジェットプリンタであるGPシリーズ等が主要製品であ

り、布地印刷やTシャツ、スカーフ、ネクタイへのプリント等に用いられております。

　上記SG・IP・TA各市場向けの製品につきましては、当社が開発・製造し、日本国内及びアジア・パシフィック地域

等で販売するほか、米国地域においてはMIMAKI USA,INC.、欧州地域においてはMIMAKI EUROPE B.V.が販売を行ってお

ります。また、部品の一部を台湾御牧股份有限公司、㈱ミマキプレシジョンより調達し、研究開発の一部を㈱ウィズ

テックにて行っております。なお、当中間連結会計期間より、㈱グラフィッククリエーションにてTA市場向け一部製

品における国内販売を行っております。

(4）その他

　主に保守サービスのほか、上記のいずれの機種群にも属さない特注機の製造・販売や受託開発等が該当いたしま

す。

　当社が保守サービス及び特注機の製造・販売を行うほか、㈱ウィズテックにおいては当社以外からの研究開発の

受託を、㈱グラフィッククリエーションにおいてはインターネットを通じたプリントサービスを行っております。
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［機種群分類略図］

［事業系統図］

　以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

　（注）　子会社６社は、すべて連結子会社であります。

 

３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針 (2）目標とする経営指標 (3）中長期的な会社の経営戦略 (4）会社の対処すべき課題

　平成19年３月期決算短信（平成19年５月18日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略

しております。

　当該決算短信は、次のURLからご覧いただくことができます。

　（当社ホームページ（IRサイト））

 　 http://ir.mimaki.co.jp/library/index.html 

　（ジャスダック証券取引所ホームページ（「JDS」検索ページ））

 　 http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/

 

(5）その他、会社の経営上重要な事項

　該当事項はありません。 
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中間期
比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１　現金及び預金
 
※3

 2,758,966   4,924,270    4,955,882  

２　受取手形及び
売掛金

※1  3,559,073   4,750,078    4,020,928  

３　たな卸資産   5,168,608   6,349,386    5,588,202  

４　繰延税金資産   512,991   826,498    622,843  

５　その他 ※4  416,526   494,281    712,385  

貸倒引当金   △34,739   △30,983    △23,502  

流動資産合計   12,381,427 67.6  17,313,530 74.1 4,932,102  15,876,740 72.9

Ⅱ　固定資産            

１　有形固定資産 ※2           

(1）建物及び構
築物

※3 2,611,653   2,538,417    2,522,718   

(2）土地 ※3 1,196,056   1,226,265    1,196,056   

(3）その他  1,003,773 4,811,483  1,232,968 4,997,651   1,163,828 4,882,603  

２　無形固定資産   343,566   319,428    299,015  

３　投資その他の
資産

           

(1）繰延税金資
産

 207,908   241,447    216,753   

(2）その他  581,202   538,635    509,906   

貸倒引当金  △21,614 767,496  △34,712 745,370   △14,184 712,475  

固定資産合計   5,922,547 32.4  6,062,451 25.9 139,904  5,894,095 27.1

資産合計   18,303,974 100.0  23,375,981 100.0 5,072,006  21,770,835 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中間期
比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１　支払手形及び
買掛金

※1  5,316,723   7,301,354    6,319,756  

２　短期借入金 ※3  3,750,000   4,200,000    4,200,000  

３　１年以内返済
予定長期借入
金

※3  713,321   603,045    609,774  

４　１年以内償還
予定社債

  ―   650,000    650,000  

５　賞与引当金   284,778   357,262    273,116  

６　役員賞与引当
金

  ―   11,290    11,420  

７　その他 ※1,4  1,959,266   2,592,208    2,399,745  

流動負債合計   12,024,088 65.7  15,715,160 67.2 3,691,071  14,463,812 66.4

Ⅱ　固定負債            

１　社債   650,000   ―    ―  

２　長期借入金 ※3  1,883,094   840,809    1,131,110  

３　退職給付引当
金

  221,986   228,465    226,056  

４　役員退職慰労
引当金

  63,204   71,002    66,821  

５　その他   37,566   29,368    38,315  

固定負債合計   2,855,851 15.6  1,169,644 5.0 △1,686,207  1,462,304 6.7

負債合計   14,879,940 81.3  16,884,804 72.2 2,004,864  15,926,116 73.1

            

(純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１　資本金   308,000 1.7  1,219,400 5.2 911,400  1,219,400 5.6

２　資本剰余金   196,000 1.1  1,107,400 4.7 911,400  1,107,400 5.1

３　利益剰余金   2,849,088 15.5  4,010,219 17.2 1,161,130  3,412,900 15.7

株主資本合計   3,353,088 18.3  6,337,019 27.1 2,983,930  5,739,700 26.4

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

１　その他有価証
券評価差額金

  4,103 0.0  4,739 0.0 636  4,530 0.0

２　為替換算調整
勘定

  66,843 0.4  111,788 0.5 44,945  100,488 0.5

評価・換算差額
等合計

  70,946 0.4  116,528 0.5 45,581  105,019 0.5

Ⅲ　新株予約権   ― ―  37,630 0.2 37,630  ― ―

純資産合計   3,424,034 18.7  6,491,177 27.8 3,067,142  5,844,719 26.9

負債純資産合計   18,303,974 100.0  23,375,981 100.0 5,072,006  21,770,835 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   10,331,057 100.0  13,960,430 100.0 3,629,373  23,337,800 100.0

Ⅱ　売上原価   5,928,820 57.4  7,699,485 55.2 1,770,665  13,402,245 57.4

売上総利益   4,402,236 42.6  6,260,944 44.8 1,858,708  9,935,554 42.6

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

※1  4,104,460 39.7  5,359,882 38.3 1,255,421  8,776,690 37.6

営業利益   297,776 2.9  901,062 6.5 603,286  1,158,864 5.0

Ⅳ　営業外収益            

１　受取利息  6,630   31,596    26,178   

２　受取賃貸料  1,300   1,385    3,130   

３　為替差益  106,569   137,827    236,183   

４　その他  10,260 124,760 1.2 18,008 188,818 1.3 64,058 24,318 289,811 1.2

Ⅴ　営業外費用            

１　支払利息  34,018   40,067    77,675   

２　売上割引  8,455   9,994    17,473   

３　株式交付費  ―   ―    38,884   

４　延滞税等  ―   17,598    ―   

５　その他  6,136 48,611 0.5 7,457 75,117 0.5 26,506 9,309 143,342 0.6

経常利益   373,924 3.6  1,014,763 7.3 640,838  1,305,334 5.6

Ⅵ　特別利益            

１　固定資産売却
益

※2 5,461 5,461 0.1 7,934 7,934 0.1 2,472 9,300 9,300 0.0

Ⅶ　特別損失            

１　固定資産売却
損

※3 69   509    69   

２　固定資産除却
損

※4 5,751   36,829    27,108   

３　訴訟関連費用  75,044 80,866 0.8 ― 37,338 0.3 △43,527 77,354 104,532 0.4

税金等調整前中
間（当期）純利
益

  298,520 2.9  985,359 7.1 686,839  1,210,101 5.2

法人税、住民税
及び事業税

 227,113   534,861    563,428   

過年度法人税等  ―   15,389    126,573   

法人税等調整額  △135,927 91,186 0.9 △234,660 315,590 2.3 224,404 △251,046 438,955 1.9

中間（当期）純
利益

  207,334 2.0  669,768 4.8 462,434  771,146 3.3
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産
合計

資本金
資本
剰余金

利益
剰余金

株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) 308,000 196,000 2,693,854 3,197,854 8,312 46,685 54,998 3,252,852

中間連結会計期間中の変動額         

剰余金の配当(注)   △50,100 △50,100    △50,100

役員賞与(注)   △2,000 △2,000    △2,000

中間純利益   207,334 207,334    207,334

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額(純額)

    △4,209 20,157 15,947 15,947

中間連結会計期間中の変動額合計
(千円)

－ － 155,234 155,234 △4,209 20,157 15,947 171,181

平成18年９月30日残高(千円) 308,000 196,000 2,849,088 3,353,088 4,103 66,843 70,946 3,424,034

　（注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 

株主資本 評価・換算差額等

新株
予約権

純資産
合計

資本金
資本
剰余金

利益
剰余金

株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(千円) 1,219,400 1,107,400 3,412,900 5,739,700 4,530 100,488 105,019 － 5,844,719

中間連結会計期間中の変動額          

剰余金の配当   △72,450 △72,450     △72,450

中間純利益   669,768 669,768     669,768

株主資本以外の項目の中間連
結会計期間中の変動額(純額)

    208 11,300 11,508 37,630 49,138

中間連結会計期間中の変動額合
計（千円）

－ － 597,318 597,318 208 11,300 11,508 37,630 646,457

平成19年９月30日残高(千円) 1,219,400 1,107,400 4,010,219 6,337,019 4,739 111,788 116,528 37,630 6,491,177

 

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産
合計

資本金
資本
剰余金

利益
剰余金

株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) 308,000 196,000 2,693,854 3,197,854 8,312 46,685 54,998 3,252,852

連結会計年度中の変動額         

新株の発行 911,400 911,400  1,822,800    1,822,800

剰余金の配当(注)   △50,100 △50,100    △50,100

役員賞与(注)   △2,000 △2,000    △2,000

当期純利益   771,146 771,146    771,146

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額(純額)

    △3,782 53,802 50,020 50,020

連結会計年度中の変動額合計
(千円)

911,400 911,400 719,046 2,541,846 △3,782 53,802 50,020 2,591,866

平成19年３月31日残高(千円) 1,219,400 1,107,400 3,412,900 5,739,700 4,530 100,488 105,019 5,844,719

　（注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間期比

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・フロー

計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

     

税金等調整前中間
（当期）純利益

 298,520 985,359  1,210,101

減価償却費  352,095 451,367  807,716

負ののれん償却額  △303 ―  △303

貸倒引当金の増加額
（△減少額）

 △100 28,373  △18,750

賞与引当金の増加額  33,670 84,176  22,009

役員賞与引当金の増
加額（△減少額）

 ― △130  11,420

退職給付引当金の増
加額

 5,882 2,408  9,997

役員退職慰労引当金
の増加額

 1,657 4,180  5,274

受取利息及び受取配
当金

 △6,844 △33,575  △26,568

支払利息  34,018 40,067  77,675

株式報酬費用  ― 37,630  ―

為替差益  △114,330 △62,489  △228,890

有価証券売却益  ― ―  △1,783

固定資産売却益  △5,461 △7,934  △9,300

固定資産売却損  69 509  69

固定資産除却損  5,751 36,829  27,108

株式交付費  ― ―  38,884

訴訟関連費用  75,044 ―  77,354

売上債権の増加額  △267,758 △609,446  △645,184

たな卸資産の増加額  △506,376 △861,494  △1,035,450

仕入債務の増加額  988,852 983,883  1,992,428

未収消費税等の減少
額（△増加額）

 43,701 256,501  △235,184

未払金の増加額  57,343 91,813  308,328

役員賞与の支払額  △2,000 ―  △2,000

その他  89,885 18,222  53,599

小計  1,083,316 1,446,252 362,935 2,438,553

利息及び配当金の受
取額

 6,490 33,414  26,635

利息の支払額  △32,963 △29,972  △94,002

訴訟関連費用の支払
額

 △25,044 ―  △77,354

法人税等の還付額  21,683 ―  21,683

法人税等の支払額  △80,947 △608,660  △190,691

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 972,535 841,033 △131,501 2,124,823
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前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間期比

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・フロー

計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

     

定期預金の純増減額  △35,943 30,400  34,334

有形固定資産の取得
による支出

 △474,298 △449,368  △889,456

有形固定資産の売却
による収入

 14,606 21,283  27,515

無形固定資産の取得
による支出

 △72,122 △91,350  △102,762

投資有価証券の取得
による支出

 △153,450 △1,000  △153,450

投資有価証券の売却
による収入

 ― ―  90,233

連結の範囲の変更を
伴う子会社株式の取
得による収入

 2,464 ―  2,464

その他  △13,067 △10,621  △39,375

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △731,810 △500,656 231,154 △1,030,496

Ⅲ　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

 △5,253 ―  444,746

長期借入れによる収
入

 700,000 3,000  1,100,000

長期借入金の返済に
よる支出

 △290,952 △300,030  △1,546,483

株式の発行による収
入

 ― ―  1,783,915

配当金の支払額  △50,100 △71,854  △50,100

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 353,694 △368,884 △722,578 1,732,078

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 10,327 27,590 17,263 45,533

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増加額（△減少額）

 604,746 △916 △605,662 2,871,939

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 1,897,748 4,769,687 2,871,939 1,897,748

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※
2,502,494 4,768,770 2,266,276 4,769,687
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項

 

(1）連結子会社の数６社

連結子会社の名称

MIMAKI USA, INC.

MIMAKI EUROPE B.V.

台湾御牧股份有限公司

㈱ミマキプレシジョン

㈱ウィズテック

㈱グラフィッククリエーショ

ン

　上記のうち、㈱グラフィック

クリエーションについては、重

要性が増したため、当中間連結

会計期間より連結の範囲に含め

ております。

(1）連結子会社の数６社

連結子会社の名称

MIMAKI USA, INC.

MIMAKI EUROPE B.V.

台湾御牧股份有限公司

㈱ミマキプレシジョン

㈱ウィズテック

㈱グラフィッククリエーショ

ン

 

(1）連結子会社の数６社

連結子会社の名称

MIMAKI USA, INC.

MIMAKI EUROPE B.V.

台湾御牧股份有限公司

㈱ミマキプレシジョン

㈱ウィズテック

㈱グラフィッククリエーショ

ン

　上記のうち、㈱グラフィック

クリエーションについては、重

要性が増したため、当連結会計

年度より連結の範囲に含めてお

ります。

 

 

(2）非連結子会社

該当ありません。

(2）非連結子会社

該当ありません。

(2）非連結子会社

該当ありません。

２．持分法の適用に関する事

項

(1）持分法適用会社

該当ありません。

(1）持分法適用会社

該当ありません。

(1）持分法適用会社

該当ありません。

 

 

(2）持分法非適用の関連会社

該当ありません。

(2）持分法非適用の関連会社

該当ありません。

(2）持分法非適用の関連会社

該当ありません。 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

　すべての連結子会社の中間期の末

日は、中間連結決算日と一致してお

ります。

同左 　すべての連結子会社の事業年度の

末日は、連結決算日と一致しており

ます。

４．会計処理基準に関する事

項

 

 

 

 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　中間連結決算日の市場価格

等に基づく時価法(評価差額

は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法

により算定)を採用しており

ます。

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　同左

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　連結決算日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額は全

部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定)を採用しております。

 

 

時価のないもの

　移動平均法による原価法を

採用しております。

時価のないもの

　同左

時価のないもの

同左

 

 

②　デリバティブ

　時価法を採用しております。

②　デリバティブ

同左

②　デリバティブ

同左

 

 

③　たな卸資産

製品、仕掛品、原材料

　総平均法による原価法を採

用しております。

③　たな卸資産

同左

③　たな卸資産

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 

 

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

　当社及び国内連結子会社は

定率法を、在外連結子会社は

定額法を採用しております。

　（ただし、当社及び国内連

結子会社は平成10年４月１日

以降に取得した建物（附属設

備を除く）は定額法によって

おります。）

　なお、主な耐用年数は次の

とおりであります。

建物及び構築物

15～31年

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

同左

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

同左

 

 

 

 　　──────────

 

 

 

 

 

 

 （会計方針の変更）

　当社及び国内連結子会社は、法

人税法の改正に伴い、当中間連結

会計期間より、平成19年４月１日

以降に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基づく

減価償却の方法に変更しておりま

す。

　これにより営業利益、経常利益

及び税金等調整前中間純利益は、

それぞれ18,122千円減少しており

ます。

　なお、セグメント情報に与える

影響は、当該箇所に記載しており

ます。

（追加情報）

　当社及び国内連結子会社は、法

人税法改正に伴い、平成19年3月

31日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減

価償却の方法の適用により取得価

額の5％に到達した連結会計年度

の翌連結会計年度より、取得価額

の5％相当額と備忘価額との差額

を5年間にわたり均等償却し、減

価償却費に含めて計上しておりま

す。

　なお、これによる営業利益、経

常利益及び税金等調整前中間純利

益への影響額は、軽微であります。

 　　──────────

 

 

 

 

②　無形固定資産

　定額法を採用しております。

　ただし、市場販売目的のソ

フトウェアについては、見込

有効期間（３年以内）におけ

る販売見込数量を基準とした

償却額と残存有効期間に基づ

く均等配分額とを比較し、い

ずれか大きい額を償却してお

ります。

　また、自社利用のソフト

ウェアについては、社内にお

ける利用可能期間（３～５

年）に基づく定額法によって

おります。

②　無形固定資産

同左

②　無形固定資産

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 

 

(3) 　　────────── (3) 　　──────────

 

(3) 重要な繰延資産の処理方法

　　株式交付費

　支出時に全額費用処理して

おります。

 

 

 

(4) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上し

ております。

(4) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(4) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

 

 

②　賞与引当金

　従業員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、支給

見込額のうち当中間連結会計

期間の負担額を計上しており

ます。

②　賞与引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、支給

見込額のうち当連結会計年度

の負担額を計上しております。

 

 

③　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当中間

連結会計期間末において発生

していると認められる額を計

上しております。

　なお、数理計算上の差異は、

各連結会計年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（５年）

による定額法により按分した

額をそれぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理すること

としております。

③　退職給付引当金

同左

③　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上して

おります。

　なお、数理計算上の差異は、

各連結会計年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（５年）

による定額法により按分した

額をそれぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理すること

としております。

 

 

④　役員退職慰労引当金

　当社は役員の退職慰労金の

支給に充てるため、内規に基

づく中間期末要支給額を計上

しております。

④　役員退職慰労引当金

同左

④　役員退職慰労引当金

　当社は役員の退職慰労金の

支給に充てるため、内規に基

づく期末要支給額を計上して

おります。

 

 

　⑤ 　────────── ⑤　役員賞与引当金

　当社は役員賞与の支出に充

てるため、支給見込額のうち

当中間連結会計期間の負担額

を計上しております。

　⑤ 　役員賞与引当金

　当社は役員賞与の支出に充

てるため、支給見込額のうち

当連結会計年度の負担額を計

上しております。

（会計方針の変更） 

　当連結会計年度より、「役

員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準第４号　平成

17年11月29日）を適用して

おります。 

　これにより営業利益、経常

利益及び税金等調整前当期純

利益は、それぞれ11,420千

円減少しております。 

　なお、セグメント情報に与

える影響は、当該箇所に記載

しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 

 

(5) 重要な外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、中間

連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。な

お、在外子会社等の資産及び負

債は、中間連結決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、収

益及び費用は期中平均相場によ

り円貨に換算し、換算差額は純

資産の部における為替換算調整

勘定に含めて計上しております。

(5) 重要な外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　　同左

(5) 重要な外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、連結

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。なお、

在外子会社等の資産及び負債は、

連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、収益及び費用

は期中平均相場により円貨に換

算し、換算差額は純資産の部に

おける為替換算調整勘定に含め

て計上しております。

 

 

(6) 重要なリース取引の処理方法

　当社及び国内連結子会社は、

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっ

ており、在外連結子会社につい

ては、主として通常の売買取引

に準じた会計処理によっており

ます。

(6) 重要なリース取引の処理方法

同左

(6) 重要なリース取引の処理方法

同左

 

 

 

(7) その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

①　消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(7) その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

①　消費税等の会計処理

同左

(7) その他連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

①　消費税等の会計処理

同左

 

 

②　法人税額の計算

　中間連結会計期間に係る納

付税額及び法人税等調整額は、

当期において予定している特

別償却準備金及び固定資産圧

縮積立金の取崩しを前提とし

て、当中間連結会計期間に係

る金額を計上しております。

　② 　　─────── 　② 　　───────

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

　手許現金、要求払預金及び取得日

から３ヶ月以内に満期の到来する流

動性の高い、容易に換金可能であり、

かつ、価格の変動について僅少なリ

スクしか負わない短期的な投資から

なっております。

同左 同左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

　当中間連結会計期間より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号平成17年12月９日）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第

８号平成17年12月９日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額

は3,424,034千円であります。

　なお、当中間連結会計期間における中間連

結貸借対照表の純資産の部については、中間

連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中

間連結財務諸表規則により作成しております。

　　　　　────────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号平成17年12月９日）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額

は5,844,719千円であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対

照表の純資産の部については、連結財務諸表

規則の改正に伴い、改正後の連結財務諸表規

則により作成しております。

注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

※１　中間連結会計期間末日満期手形

　中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理は、手形交換日をもって決済処理し

ております。なお、当中間連結会計期間

の末日は、金融機関の休日であったため、

次の中間連結会計期間末日満期手形が中

間連結会計期間末日の残高に含まれてお

ります。

※１　中間連結会計期間末日満期手形

　中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理は、手形交換日をもって決済処理し

ております。なお、当中間連結会計期間

の末日は、金融機関の休日であったため、

次の中間連結会計期間末日満期手形が中

間連結会計期間末日の残高に含まれてお

ります。

※１　連結会計年度末日満期手形

　連結会計年度末日満期手形の会計処理

は、手形交換日をもって決済処理してお

ります。なお、当連結会計年度の末日は、

金融機関の休日であったため、次の連結

会計年度末日満期手形が連結会計年度末

日の残高に含まれております。

受取手形 78,422千円

支払手形 621,593千円

流動負債「その他」 12,825千円

受取手形 122,628千円

支払手形 812,358千円

流動負債「その他」 24,972千円

受取手形 98,077千円

支払手形 1,006,424千円

流動負債「その他」 41,703千円

※２　有形固定資産の減価償却累計額 ※２　有形固定資産の減価償却累計額 ※２　有形固定資産の減価償却累計額

 2,337,523千円  2,921,562千円  2,620,078千円

※３　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産

※３　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産

※３　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産

建物及び構築物 1,651,340千円

土地 476,396千円

計 2,127,736千円

建物及び構築物 1,524,299千円

土地 476,396千円

計 2,000,696千円

建物及び構築物 1,601,973千円

土地 476,396千円

計 2,078,370千円

対応する債務 対応する債務 対応する債務

短期借入金 389,658千円

１年以内返済予定長期借入金

 429,639千円

長期借入金 1,764,829千円

計 2,584,126千円

短期借入金 1,351,776千円

１年以内返済予定長期借入金

 426,648千円

長期借入金 646,316千円

計 2,424,740千円

　上記のほか、現金及び預金（定期預

金）9,178千円を取引金融機関との為替予

約取引の担保として差し入れておりま

す。 

短期借入金 1,218,432千円

１年以内返済予定長期借入金

 352,648千円

長期借入金 861,028千円

計 2,432,108千円

※４　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、各

社ごとにそれぞれ相殺のうえ、流動資産

の「その他」及び流動負債の「その他」

に含めて表示しております。

※４　消費税等の取扱い

同左

※４　　　　　─────
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　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。

※１　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。

※１　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。

製品補修費 415,948千円

貸倒引当金繰入額 8,279千円

給料手当 872,610千円

賞与引当金繰入額 144,962千円

退職給付費用 17,325千円

役員退職慰労引当金繰入額

 1,657千円

支払手数料 545,228千円

研究開発費 500,633千円

製品補修費 554,799千円

貸倒引当金繰入額 28,484千円

給料手当 1,082,076千円

賞与引当金繰入額 200,446千円

役員賞与引当金繰入額 11,290千円

退職給付費用 19,391千円

役員退職慰労引当金繰入額

 4,180千円

支払手数料 787,690千円

研究開発費 579,299千円

製品補修費 841,041千円

貸倒引当金繰入額 23,890千円

給料手当 1,816,363千円

賞与引当金繰入額 140,268千円

役員賞与引当金繰入額 11,420千円

退職給付費用 35,872千円

役員退職慰労引当金繰入額

 5,657千円

支払手数料 1,241,896千円

研究開発費 1,184,854千円

※２　固定資産売却益の内容は、次のとおり

であります。

※２　固定資産売却益の内容は、次のとおり

であります。

※２　固定資産売却益の内容は、次のとおり

であります。

有形固定資産「その他」

 5,461千円

有形固定資産「その他」

 7,934千円

有形固定資産「その他」

 9,300千円

※３　固定資産売却損の内容は、次のとおり

であります。

※３　固定資産売却損の内容は、次のとおり

であります。

※３　固定資産売却損の内容は、次のとおり

であります。

有形固定資産「その他」

 69千円

有形固定資産「その他」

 509千円

有形固定資産「その他」

 69千円

 

※４　固定資産除却損の内容は、次のとおり

であります。

※４　固定資産除却損の内容は、次のとおり

であります。

※４　固定資産除却損の内容は、次のとおり

であります。

有形固定資産「その他」

 5,751千円

建物及び構築物 26,748千円

有形固定資産「その他」

 9,881千円

無形固定資産 199千円

計 36,829千円

建物及び構築物 350千円

有形固定資産「その他」

 26,593千円

投資その他の資産「その他」

 164千円

計 27,108千円

株式会社ミマキエンジニアリング（6638）　平成 20 年３月期中間決算短信

－ 20 －



（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 16,700 ― ― 16,700

合計 16,700 ― ― 16,700

自己株式     

普通株式 ― ― ― ―

合計 ― ― ― ―

２．配当に関する事項

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月28日

定時株主総会
普通株式 50,100 3,000 平成18年３月31日 平成18年６月28日

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 20,700 ― ― 20,700

合計 20,700 ― ― 20,700

自己株式     

普通株式 ― ― ― ―

合計 ― ― ― ―

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の　

目的となる　　

株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当中間連結会　

計期間末残高

（千円）

前連結会計　

年度末 

当中間連結会

計期間増加 

当中間連結会

計期間減少 

当中間連結会

計期間末 

 提出会社

（親会社）

 ストック・オプションとしての新

株予約権
― ― 　― ― ― 37,630

 合計  ―  ―  ―  ―  ― 37,630

３．配当に関する事項

（１）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月27日

定時株主総会
普通株式  72,450 3,500 平成19年３月31日 平成19年６月28日
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（２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年11月19日取

締役会
普通株式 41,400 利益剰余金 2,000 平成19年９月30日 平成19年12月７日

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注） 16,700 4,000 ― 20,700

合計 16,700 4,000 ― 20,700

自己株式     

普通株式 ― ― ― ―

合計 ― ― ― ―

　（注）普通株式数の増加は、公募増資による新株発行に伴うものであります。

２．配当に関する事項

（１）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月28日

定時株主総会
普通株式 50,100 3,000 平成18年３月31日 平成18年６月28日

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌連結会計年度となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月27日定

時株主総会
普通株式 72,450 利益剰余金 3,500 平成19年３月31日 平成19年６月28日

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との

関係

（平成18年９月30日現在）

（千円）

（平成19年９月30日現在）

（千円）

(平成19年３月31日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 2,758,966

預入期間３か月超の定期預金

 △256,472

現金及び現金同等物 2,502,494

現金及び預金勘定 4,924,270 

預入期間３か月超の定期預金

 △155,499 

現金及び現金同等物 4,768,770 

現金及び預金勘定 4,955,882 

預入期間３か月超の定期預金

 △186,194 

現金及び現金同等物 4,769,687 
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自平成18年４月１日
至平成19年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
(千円)

有形固定資産
「その他」

370,217 71,614 298,603

無形固定資産 16,020 890 15,130

合計 386,237 72,504 313,733

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
(千円)

有形固定資産
「その他」

467,059 91,178 375,881

無形固定資産 16,020 3,560 12,460

合計 483,079 94,738 388,341

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

期末
残高相
当額
（千円）

有形固定資産
「その他」

349,914 81,002 268,911

無形固定資産 16,020 2,225 13,795

合計 365,934 83,227 282,706

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 62,494千円

１年超 254,501千円

合計 316,996千円

１年内 76,639千円

１年超 318,250千円

合計 394,890千円

１年内 59,432千円

１年超 228,319千円

合計 287,751千円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失

支払リース料 31,648千円

減価償却費相当額 28,388千円

支払利息相当額 4,984千円

支払リース料 39,299千円

減価償却費相当額 34,955千円

支払利息相当額 6,271千円

支払リース料 70,202千円

減価償却費相当額 62,563千円

支払利息相当額 11,053千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

　同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

　同左

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。

(5）利息相当額の算定方法

　同左

(5）利息相当額の算定方法

　同左

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 73,877千円

１年超 163,572千円

合計 237,449千円

１年内 94,428千円

１年超 273,753千円

合計 368,181千円

１年内 80,288千円

１年超 141,680千円

合計 221,969千円

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はあ

りません。

（減損損失について）

　同左

（減損損失について）

　同左
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（有価証券関係）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 
前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

 
取得原価
（千円）

中間
連結貸借
対照表
計上額
（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

中間
連結貸借
対照表
計上額
（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借
対照表
計上額
（千円）

差額
（千円）

(1）株式 33,392 42,800 9,407 33,392 41,350 7,957 33,392 41,000 7,607

(2）債券 88,450 85,931 △2,518 ― ― ― ― ― ―

(3）その他 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

合計 121,842 128,731 6,888 33,392 41,350 7,957 33,392 41,000 7,607

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 
前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

その他有価証券

非上場株式

 

170,000千円

 

171,000千円

 

170,000千円

（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

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 752,250 761,323 △9,073

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日）

中間期末残高がないため、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度末（平成19年３月31日）

期末残高がないため、該当事項はありません。 
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（ストック・オプション等関係）

　　前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　　　該当事項はありません。

 

　　当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　　　１．ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

　　　　　売上原価　　　　　　　 2,566千円

　　　　　販売費及び一般管理費　35,064千円

 

　　　２．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

 平成19年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数

当社の取締役及び監査役　９名

当社子会社の取締役及び監査役　７名

当社及び当社子会社の従業員　25名

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式　1,100株

付与日 平成19年８月10日

権利確定条件

権利確定条件は付されておりません。なお、当社、当社

の子会社の取締役、監査役、執行役員、顧問または従業

員その他これに準ずる地位を失った場合は原則として権

利行使をすることはできません。その他、細目について

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」に定めております。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 自　平成21年７月24日　至　平成26年６月30日

権利行使価格（円） 926,000

付与日における公正な評価単価（円） 410,500

 

　　前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　　　該当事項はありません。

 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

　前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年４月１

日　至平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）において、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。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18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
5,514,286 2,123,091 2,693,679 ― 10,331,057 ― 10,331,057

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
4,396,153 381 4,598 305,051 4,706,184 △4,706,184 ―

計 9,910,439 2,123,472 2,698,277 305,051 15,037,241 △4,706,184 10,331,057

営業費用 9,460,471 2,159,127 2,586,295 272,839 14,478,734 △4,445,452 10,033,281

営業利益又は営業損失(△) 449,967 △35,654 111,982 32,212 558,507 △260,731 297,776

　（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。
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北米・・・・・・・アメリカ合衆国

欧州・・・・・・・オランダ王国

アジア・・・・・・台湾

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19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
6,509,851 2,685,054 4,764,139 1,385 13,960,430 ― 13,960,430

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
6,494,050 1,294 164 349,087 6,844,596 △6,844,596 ―

計 13,003,901 2,686,348 4,764,303 350,473 20,805,027 △6,844,596 13,960,430

営業費用 12,352,659 2,569,379 4,220,606 348,475 19,491,122 △6,431,753 13,059,368

営業利益 651,241 116,968 543,697 1,997 1,313,905 △412,842 901,062

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

北米・・・・・・・アメリカ合衆国

欧州・・・・・・・オランダ王国

アジア・・・・・・台湾

３．会計方針の変更

　「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（２）①に記載のとおり、当社及び国内連結子

会社は、法人税法の改正に伴い、当中間連結会計期間より、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場

合に比べて、「日本」の営業費用は18,122千円増加し、営業利益が同額減少しております。 

 

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３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
11,450,026 4,915,312 6,972,461 ― 23,337,800 ― 23,337,800

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
9,598,273 7,675 4,727 619,930 10,230,606 △10,230,606 ―

計 21,048,299 4,922,987 6,977,188 619,930 33,568,406 △10,230,606 23,337,800

営業費用 20,252,013 4,845,675 6,554,457 581,271 32,233,417 △10,054,481 22,178,935

営業利益 796,286 77,311 422,731 38,658 1,334,988 △176,124 1,158,864

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

北米・・・・・・・アメリカ合衆国

欧州・・・・・・・オランダ王国

アジア・・・・・・台湾

３．会計方針の変更

　　（役員賞与に関する会計基準）

　「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（４）⑤に記載のとおり、当連結会計年度

より「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号　平成17年11月29日）を適用しております。この

変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業費用は11,420千円増加し、営業利益が同額

減少しております。 
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ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18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） 2,199,312 2,463,084 876,638 1,142,423 6,681,458

Ⅱ　連結売上高（千円） ― ― ― ― 10,331,057

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割

合（％）
21.3 23.8 8.5 11.1 64.7

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米・・・・・・・アメリカ合衆国、カナダ

(2）欧州・・・・・・・ドイツ、イタリア、イギリス、フランス、ポルトガル

(3）アジア・・・・・・韓国、台湾、中国、タイ、シンガポール

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

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

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19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） 2,831,210 4,351,710 906,453 1,619,937 9,709,311

Ⅱ　連結売上高（千円） ― ― ― ― 13,960,430

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割

合（％）
20.3 31.1 6.5 11.6 69.5

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米・・・・・・・アメリカ合衆国、カナダ

(2）欧州・・・・・・・ドイツ、イタリア、イギリス、フランス、ポルトガル

(3）アジア・・・・・・韓国、台湾、中国、タイ、シンガポール

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

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

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３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） 5,170,809 6,364,850 1,854,935 2,440,651 15,831,247

Ⅱ　連結売上高（千円） ― ― ― ― 23,337,800

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割

合（％）
22.2 27.3 7.9 10.4 67.8

　（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主な内訳は次のとおりであります。

(1）北米・・・・・・・アメリカ合衆国、カナダ

(2）欧州・・・・・・・ドイツ、イタリア、イギリス、フランス、ポルトガル

(3）アジア・・・・・・韓国、台湾、中国、タイ、シンガポール

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

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

　　　該当事項はありません。

 

（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 205,032.01円

１株当たり

中間純利益金額
12,415.22円

１株当たり純資産額 311,765.57円

１株当たり

中間純利益金額
32,355.98円

１株当たり純資産額 282,353.60円

１株当たり

当期純利益金額
45,637.35円

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益

金額については、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株当たり中間純利益

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株当たり当期純利益

金額については、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

　（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

純資産の部の合計額（千円） 3,424,034 6,491,177 5,844,719

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円）
― 37,630 ―

 （うち新株予約権） （―） （37,630） （―） 

普通株式に係る中間期末（期末）の純

資産額（千円）
3,424,034 6,453,547 5,844,719

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た中間期末（期末）の普通株式の数

（株）

16,700 20,700 20,700

２．１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

（自平成18年４月１日
至平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自平成19年４月１日
至平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自平成18年４月１日
至平成19年３月31日）

中間（当期）純利益（千円） 207,334 669,768 771,146

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ―

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
207,334 669,768 771,146

期中平均株式数（株） 16,700 20,700 16,897

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

金額の算定に含めなかった潜在株式の

概要

　　　─────────

 

 

平成19年６月27日定時株主総会

決議ストック・オプション

（新株予約権）

 普通株式　1,100株

　　　─────────

 

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
対前中間期
比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１　現金及び預金  2,090,022   3,314,561    3,543,218   

２　受取手形 ※1 613,839   744,013    661,994   

３　売掛金  5,481,628   7,227,340    5,889,203   

４　たな卸資産  3,127,235   3,989,752    3,800,711   

５　その他 ※4 724,787   593,717    962,198   

貸倒引当金  △13,227   △14,763    △12,463   

流動資産合計   12,024,286 67.3  15,854,621 72.1 3,830,334  14,844,863 71.7

Ⅱ　固定資産            

１　有形固定資産 ※2           

(1）建物 ※3 2,555,270   2,421,825    2,469,801   

(2）土地 ※3 1,196,056   1,226,265    1,196,056   

(3）その他  856,905   1,019,820    914,362   

有形固定資産合
計

 4,608,233   4,667,912    4,580,219   

２　無形固定資産  307,053   273,737    267,997   

３　投資その他の資
産

           

(1）その他  938,606   1,222,833    1,013,547   

貸倒引当金  △21,614   △34,712    △14,184   

投資その他の資
産合計

 916,991   1,188,120    999,363   

固定資産合計   5,832,278 32.7  6,129,770 27.9 297,491  5,847,580 28.3

資産合計   17,856,565 100.0  21,984,392 100.0 4,127,826  20,692,444 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
対前中間期
比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１　支払手形 ※1 4,076,528   5,856,158    5,106,342   

２　買掛金  1,175,034   1,406,053    1,142,995   

３　短期借入金 ※3 3,750,000   4,200,000    4,200,000   

４　１年以内返済予
定長期借入金

※3 694,628   586,648    592,648   

５　１年以内償還予
定社債

 ―   650,000    650,000   

６　賞与引当金  260,688   329,010    244,297   

７　役員賞与引当金  ―   11,290    11,420   

８　その他 ※1 1,783,755   2,153,840    2,085,379   

流動負債合計   11,740,633 65.8  15,193,000 69.1 3,452,367  14,033,082 67.8

Ⅱ　固定負債            

１　社債  650,000   ―    ―   

２　長期借入金 ※3 1,864,829   836,316    1,121,028   

３　退職給付引当金  215,978   222,942    220,048   

４　役員退職慰労引
当金

 63,204   71,002    66,821   

５　その他  100   100    100   

固定負債合計   2,794,111 15.6  1,130,360 5.1 △1,663,751  1,407,998 6.8

負債合計   14,534,745 81.4  16,323,361 74.2 1,788,615  15,441,080 74.6

            

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１　資本金   308,000 1.7  1,219,400 5.6 911,400  1,219,400 5.9

２　資本剰余金            

(1）資本準備金  196,000   1,107,400    1,107,400   

資本剰余金合計   196,000 1.1  1,107,400 5.0 911,400  1,107,400 5.4

３　利益剰余金            

(1）利益準備金  18,035   18,035    18,035   

(2）その他利益剰
余金

           

特別償却準備金  12,695   4,282    6,301   

固定資産圧縮積
立金

 257   113    144   

別途積立金  2,380,000   2,730,000    2,380,000   

繰越利益剰余金  402,728   539,430    515,552   

利益剰余金合計   2,813,717 15.8  3,291,861 15.0 478,144  2,920,033 14.1

株主資本合計   3,317,717 18.6  5,618,661 25.6 2,300,944  5,246,833 25.4

Ⅱ　評価・換算差額等            

１　その他有価証券
評価差額金

  4,103 0.0  4,739 0.0 636  4,530 0.0

評価・換算差額等
合計

  4,103 0.0  4,739 0.0 636  4,530 0.0

Ⅲ　新株予約権   ― ―  37,630 0.2 37,630  ― ―

純資産合計   3,321,820 18.6  5,661,030 25.8 2,339,210  5,251,363 25.4

負債純資産合計   17,856,565 100.0  21,984,392 100.0 4,127,826  20,692,444 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   9,843,535 100.0  12,873,222 100.0 3,029,686  20,890,713 100.0

Ⅱ　売上原価   6,219,960 63.2  8,047,330 62.5 1,827,369  13,229,242 63.3

売上総利益   3,623,575 36.8  4,825,891 37.5 1,202,316  7,661,470 36.7

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  3,160,978 32.1  4,177,002 32.5 1,016,023  6,828,214 32.7

営業利益   462,596 4.7  648,889 5.0 186,293  833,256 4.0

Ⅳ　営業外収益 ※1  132,561 1.4  187,564 1.5 55,003  292,107 1.4

Ⅴ　営業外費用 ※2  56,530 0.6  87,552 0.7 31,021  165,569 0.8

経常利益   538,627 5.5  748,902 5.8 210,274  959,794 4.6

Ⅵ　特別利益   1,128 0.0  1,415 0.0 286  3,477 0.0

Ⅶ　特別損失 ※3  80,644 0.8  30,622 0.2 △50,021  88,311 0.4

税引前中間（当
期）純利益

  459,111 4.7  719,695 5.6 260,583  874,960 4.2

法人税、住民税
及び事業税

 206,403   320,913    410,446   

過年度法人税等  ―   15,389    126,573   

法人税等調整額  △50,376 156,027 1.6 △60,886 275,416 2.1 119,389 △71,459 465,559 2.2

中間（当期）純
利益

  303,084 3.1  444,278 3.5 141,194  409,400 2.0
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 

株主資本
評価・換
算差額等

純資産
合計

資本金

資本
剰余金

利益剰余金

株主資本
合計

その他
有価証券
評価
差額金

資本
準備金

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

特別償却
準備金

固定資産
圧縮
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残
高(千円)

308,000 196,000 18,035 19,090 458 2,030,000 493,148 2,560,732 3,064,732 8,312 3,073,045

中間会計期間中の変
動額

           

特別償却準備金の
取崩し(注)

   △6,394   6,394 － －  －

固定資産圧縮積立
金の取崩し
(注)

    △200  200 － －  －

別途積立金の積立
て(注)

     350,000 △350,000 － －  －

剰余金の配当
(注)

      △50,100 △50,100 △50,100  △50,100

中間純利益       303,084 303,084 303,084  303,084

株主資本以外の項
目の中間会計期間
中の変動額(純
額)

         △4,209 △4,209

中間会計期間中の変
動額合計(千円)

－ － － △6,394 △200 350,000 △90,419 252,984 252,984 △4,209 248,774

平成18年９月30日残
高(千円)

308,000 196,000 18,035 12,695 257 2,380,000 402,728 2,813,717 3,317,717 4,103 3,321,820

　（注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 

株主資本
評価・換
算差額等

新株 
予約権 

純資産
合計

資本金

資本
剰余金

利益剰余金

株主資本
合計

その他
有価証券
評価
差額金

資本
準備金

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

特別償却
準備金

固定資
産圧縮
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成19年３月31
日残高(千円)

1,219,400 1,107,400 18,035 6,301 144 2,380,000 515,552 2,920,033 5,246,833 4,530 － 5,251,363

中間会計期間中
の変動額

            

特別償却準備
金の取崩し

   △2,018   2,018 － －   －

固定資産圧縮
積立金の取崩
し

    △31  31 － －   －

別途積立金の
積立て

     350,000 △350,000 － －   －

剰余金の配当       △72,450 △72,450 △72,450   △72,450

中間純利益       444,278 444,278 444,278   444,278

株主資本以外
の項目の中間
会計期間中の
変動額(純額)

         208 37,630 37,838

中間会計期間中
の変動額合計
(千円)

－ － － △2,018 △31 350,000 23,878 371,828 371,828 208 37,630 409,667

平成19年９月30
日残高(千円)

1,219,400 1,107,400 18,035 4,282 113 2,730,000 539,430 3,291,861 5,618,661 4,739 37,630 5,661,030
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 

株主資本
評価・換
算差額等

純資産
合計

資本金

資本
剰余金

利益剰余金

株主資本
合計

その他
有価証券
評価
差額金

資本
準備金

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

特別償却
準備金

固定資産
圧縮
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残
高(千円)

308,000 196,000 18,035 19,090 458 2,030,000 493,148 2,560,732 3,064,732 8,312 3,073,045

事業年度中の変動額            

新株の発行 911,400 911,400       1,822,800  1,822,800

特別償却準備金の
取崩し(注)

   △6,394   6,394 ― ―  ―

特別償却準備金の
取崩し

   △6,394   6,394 ― ―  ―

固定資産圧縮積立
金の取崩し
(注)

    △200  200 ― ―  ―

固定資産圧縮積立
金の取崩し

    △112  112 ― ―  ―

別途積立金の積立
て(注)

     350,000 △350,000 ― ―  ―

剰余金の配当
(注)

      △50,100 △50,100 △50,100  △50,100

当期純利益       409,400 409,400 409,400  409,400

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変動額(純額)

         △3,782 △3,782

事業年度中の変動額
合計(千円)

911,400 911,400 ― △12,789 △313 350,000 22,403 359,300 2,182,100 △3,782 2,178,318

平成19年３月31日残
高(千円)

1,219,400 1,107,400 18,035 6,301 144 2,380,000 515,552 2,920,033 5,246,833 4,530 5,251,363

　（注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

 

(1）有価証券

イ．子会社株式

　移動平均法による原価法を

採用しております。

(1）有価証券

イ．子会社株式

同左

(1）有価証券

イ．子会社株式

同左

 

 

 

ロ．その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定）を採用しております。

ロ．その他有価証券

時価のあるもの

　同左

ロ．その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。

 

 

時価のないもの

　移動平均法による原価法を

採用しております。

時価のないもの

　同左

時価のないもの

同左

 

 

(2）デリバティブ

時価法を採用しております。

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

 

 

 

(3）たな卸資産

イ．製品、仕掛品、原材料

　総平均法による原価法を採

用しております。

(3）たな卸資産

イ．製品、仕掛品、原材料

同左

(3）たな卸資産

イ．製品、仕掛品、原材料

同左

 

 

ロ．貯蔵品

　最終仕入原価法を採用して

おります。

ロ．貯蔵品

同左

ロ．貯蔵品

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年４

月１日以降に取得した建物（附

属設備を除く）については定額

法）を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。

　建物　　　　　　15～31年

(1) 有形固定資産

同左

(1) 有形固定資産

同左

  　　──────────

 

 

 

 （会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当中

間会計期間より、平成19年４月

１日以降に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更

しております。

　これにより営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益は、そ

れぞれ17,988千円減少しており

ます。

（追加情報）

　法人税法改正に伴い、平成19

年3月31日以前に取得した資産

については、改正前の法人税法

に基づく減価償却の方法の適用

により取得価額の5％に到達し

た事業年度の翌事業年度より、

取得価額の5％相当額と備忘価

額との差額を5年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含めて

計上しております。

　なお、これによる営業利益、

経常利益及び税引前中間純利益

への影響は、軽微であります。

 　　──────────
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 

 

(2) 無形固定資産

　定額法を採用しております。

　ただし、市場販売目的のソフ

トウェアについては、見込有効

期間（３年以内）における販売

見込数量を基準とした償却額と

残存有効期間に基づく均等配分

額とを比較し、いずれか大きい

額を償却しております。

　また、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間（３～５年）に基づ

く定額法によっております。

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左

３．繰延資産の処理方法  　　─────────── 　　　────────── 株式交付費

　支出時に全額費用処理しておりま

す。

４．引当金の計上基準

 

(1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

 

 

(2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見込

額のうち当中間会計期間の負担

額を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見込

額のうち当事業年度の負担額を

計上しております。

 

 

(3) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。

　なお、数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（５年）による定額

法により按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から費用処理

することとしております。

(3) 退職給付引当金

同左

(3) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。

　なお、数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（５年）による定額

法により按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から費用処理

することとしております。

 

 

(4) 役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に充

てるため、内規に基づく中間期

末要支給額を計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

同左

(4) 役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に充

てるため、内規に基づく期末要

支給額を計上しております。
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 

 

（5）　────────── (5) 役員賞与引当金

　当社は役員賞与の支出に充て

るため、支給見込額のうち当中

間会計期間の負担額を計上して

おります。

(5) 役員賞与引当金

　当社は役員賞与の支出に充て

るため、支給見込額のうち当事

業年度の負担額を計上しており

ます。

（会計方針の変更） 

　当事業年度より、「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計

基準第４号　平成17年11月29

日）を適用しております。 

　これにより営業利益、経常利

益及び税引前当期純利益は、そ

れぞれ11,420千円減少しており

ます。 

５．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、中間

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。

同左 　外貨建金銭債権債務は、決算

日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として

処理しております。

６．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理に

よっております。

同左 同左

７．その他中間財務諸表(財務

諸表)作成のための基本と

なる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

同左

(1）消費税等の会計処理

同左

 (2）法人税額の計算

　中間会計期間に係る納付税額

及び法人税等調整額は、当事業

年度において予定している特別

償却準備金及び固定資産圧縮積

立金の取崩しを前提として、当

中間会計期間に係る金額を計上

しております。

(2) 　　──────── (2) 　　────────

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

　当中間会計期間より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号平成17年12月９日）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額

は3,321,820千円であります。

　なお、当中間会計期間における中間貸借対

照表の純資産の部については、中間財務諸表

等規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。

　　　　　────────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

　当事業年度より、「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第５号平成17年12月９日）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指針第８号平成

17年12月９日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額

は5,251,363千円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純

資産の部については、財務諸表等規則の改正

に伴い、改正後の財務諸表等規則により作成

しております。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

※１　中間期末日満期手形

　中間期末日満期手形の会計処理は、手

形交換日をもって決済処理しております。

なお、当中間会計期間の末日は金融機関

の休日であったため、次の中間期末日満

期手形が中間期末残高に含まれておりま

す。

※１　中間期末日満期手形

　中間期末日満期手形の会計処理は、手

形交換日をもって決済処理しております。

なお、当中間会計期間の末日は金融機関

の休日であったため、次の中間期末日満

期手形が中間期末残高に含まれておりま

す。

※１　期末日満期手形

　期末日満期手形の会計処理は、手形交

換日をもって決済処理しております。な

お、当事業年度の末日は金融機関の休日

であったため、次の期末日満期手形が期

末残高に含まれております。

受取手形 76,172千円

支払手形 585,637千円

流動負債(その他) 12,825千円

（設備支払手形）  

受取手形 119,343千円

支払手形 759,544千円

流動負債(その他) 24,972千円

（設備支払手形）  

受取手形 90,457千円

支払手形 940,427千円

流動負債(その他) 41,703千円

（設備支払手形）  

※２　有形固定資産の減価償却累計額 ※２　有形固定資産の減価償却累計額 ※２　有形固定資産の減価償却累計額

 2,226,133千円  2,768,800千円  2,506,026千円

※３　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産

※３　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産

※３　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産

建物 1,651,340千円

土地 476,396千円

計 2,127,736千円

建物 1,524,299千円

土地 476,396千円

計 2,000,696千円

建物 1,601,973千円

土地 476,396千円

計 2,078,370千円

対応する債務 対応する債務 対応する債務

短期借入金 389,658千円

１年以内返済予定長期借入金

 429,639千円

長期借入金 1,764,829千円

計 2,584,126千円

短期借入金 1,351,776千円

１年以内返済予定長期借入金

 426,648千円

長期借入金 646,316千円

計 2,424,740千円

短期借入金 1,218,432千円

１年以内返済予定長期借入金

 352,648千円

長期借入金 861,028千円

計 2,432,108千円

※４　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、

流動資産の「その他」に含めて表示して

おります。

※４　消費税等の取扱い

　　　　同左

※４　　　　　─────

 

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

為替差益 99,885千円

受取賃貸料 22,907千円

為替差益 140,180千円

受取賃貸料 30,762千円

為替差益 218,431千円

受取賃貸料 52,459千円

※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 30,860千円

減価償却費 11,338千円

支払利息 36,527千円

延滞税等 17,598千円

減価償却費 15,412千円

支払利息 71,659千円

減価償却費 26,551千円

※３　特別損失のうち主要なもの ※３　特別損失のうち主要なもの ※３　特別損失のうち主要なもの

訴訟関連費用 75,044千円 固定資産除却損 30,622千円 訴訟関連費用 77,354千円

　４　減価償却実施額 　４　減価償却実施額 　４　減価償却実施額

有形固定資産 243,905千円

無形固定資産 69,363千円

有形固定資産 338,871千円

無形固定資産 51,605千円

有形固定資産 587,744千円

無形固定資産 145,099千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リース

取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リース

取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リース

取引

　(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額

　(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額

　(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

有形固定資産
「その他」

49,567 35,191 14,376

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

有形固定資産
「その他」

54,544 12,236 42,307

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

有形固定資産
「その他」

29,264 16,325 12,938

　(2）未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

　(2）未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

　(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 7,458千円

１年超 7,722千円

合計 15,180千円

１年内 11,106千円

１年超 32,432千円

合計 43,538千円

１年内 5,073千円

１年超 8,252千円

合計 13,325千円

　(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失

　(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失

　(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失

支払リース料 6,607千円

減価償却費相当額 6,093千円

支払利息相当額 430千円

支払リース料 4,730千円

減価償却費相当額 4,203千円

支払利息相当額 604千円

支払リース料 11,949千円

減価償却費相当額 10,679千円

支払利息相当額 768千円

　(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。

　(4）減価償却費相当額の算定方法

　同左

　(4）減価償却費相当額の算定方法

　同左

　(5）利息相当額の算定方法　

　リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。

　(5）利息相当額の算定方法

　同左

　(5）利息相当額の算定方法

　同左

２．　　　　────────── ２．オペレーティング・リース取引

　　未経過リース料

１年内 648千円

１年超 2,160千円

合計 2,808千円

２．オペレーティング・リース取引

　　未経過リース料

１年内 648千円

１年超 2,484千円

合計 3,132千円

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はあ

りません。

（減損損失について）

同左

（減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のある

ものはありません。

（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 198,911.39円

１株当たり

中間純利益金額
18,148.77円

１株当たり純資産額 271,661.88円

１株当たり

中間純利益金額
21,462.73円

１株当たり純資産額 253,689.08円

１株当たり

当期純利益金額
24,228.80円

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、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株当たり中間

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株当たり当期

純利益金額については、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

　（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
前事業年度末

（平成19年３月31日）

純資産の部の合計額（千円） 3,321,820 5,661,030 5,251,363

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円）
― 37,630 ―

 （うち新株予約権） （―) （37,630） （―）

普通株式に係る中間期末（期末）の純

資産額（千円）
3,321,820 5,623,400 5,251,363

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た中間期末（期末）の普通株式の数

（株）

16,700 20,700 20,700

２．１株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

中間(当期)純利益（千円） 303,084 444,278 409,400

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ―

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
303,084 444,278 409,400

期中平均株式数（株） 16,700 20,700 16,897

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

金額の算定に含めなかった潜在株式の

概要

　　　─────────

 

 

 

平成19年６月27日定時株主総会

決議ストック・オプション

（新株予約権）

 普通株式　1,100株

 

　　　─────────

 

 

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

６．その他
　該当事項はありません。
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