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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

（注）平成20年４月１日付で株式１株につき３株の株式分割を行っております。   

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 13,242 ― 551 ― 599 ― 314 ―
20年3月期第2四半期 13,960 35.1 901 202.6 1,014 171.4 669 223.0

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 4,515.22 ―
20年3月期第2四半期 32,355.98 ―

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

21年3月期第2四半期 24,890 8,559 33.3 119,195.84
20年3月期 23,851 8,303 34.2 351,407.28

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  8,296百万円 20年3月期  8,152百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

（注2）平成20年４月１日付で株式１株につき３株の株式分割を行っております。  

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 2,000.00 ― 2,000.00 4,000.00
21年3月期 ― 700.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 700.00 1,400.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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 28,187 △0.2 740 △62.2 895 △47.7 486 △50.6 6,982.76

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  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期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（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に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

（注）平成20年４月１日付で株式１株につき３株の株式分割を行っております。  

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他の特記事項 
1．本資料に記載されている業績の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条件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、４ページ【定性的情
報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報及び平成20年10月31日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
2．当社は、平成20年４月１日付で株式１株につき３株の株式分割を行っております。 
3．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会社基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  69,600株 20年3月期  23,200株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  ―株 20年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  69,600株 20年3月期第2四半期  20,700株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第２四半期連結累計期間における世界経済は、長引く米国のサブプライムローン問題を発端とした金融不安や資

源価格の高騰等により、景気減速感が強まってまいりました。

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

サポートするための施策を積極的に展開してまいりました。

　具体的施策といたしましては、当社の主力製品であるJV33-130／160を中心とした拡販に努めるとともに平成20年７

月にはドイツの販売会社を子会社化し販売網の拡充を進めたほか、加沢工場増築工事の竣工により、生産体制の強化

を図りました。また、同年８月には、プリントとカットの２つの機能を持つCJV30シリーズ等の新製品の発売を開始し

ました。

　その結果、当第２四半期連結累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

　既存製品の拡販に努め、特に主力製品であるJV33シリーズの販売が好調に推移し、インク等消耗品売上も概ね順調

に確保致しました。しかしながら、IP市場向け高価格製品を中心に製品本体の売上が伸び悩むこととなったため、売

上高は132億42百万円（前年同期比5.1％減）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、米ドルにおいて顕著な円高傾向が見られたこと等による売上高の押下げ作用等の悪化要因があっ

たもののコスト低減等により45.0％（同0.2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、各種経

費の削減等があったものの、主に給料手当、研究開発費、支払手数料等の増加があったため54億５百万円（同0.9％

増）となりました。その結果、営業利益は５億51百万円（同38.8％減）となりました。

（３）営業外損益、経常利益

　営業外収益は、為替差益の減少等により１億23百万円（同34.7％減）となりました。営業外費用は、売上割引の増

加等により75百万円（同0.1％増）となりました。その結果、経常利益は５億99百万円（同40.9％減）となりました。

（４）特別損益、四半期純利益

　特別利益は、固定資産売却益の増加により９百万円（同15.2％増）、特別損失は、過年度製品保証引当金繰入額の

計上等により56百万円（同50.2％増）となりました。その結果、四半期純利益は３億14百万円（同53.1％減）となり

ました。

 

　当社グループはコンピュータ周辺機器事業の単一セグメントであります。当第２四半期連結累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（％） 対前年同期増減率（％）

 S G 市 場 向 け 9,844 74.3 1.1

 I P 市 場 向 け 1,880 14.2 △24.0

 T A 市 場 向 け 575 4.4 △28.3

 そ  　 の　  他 941 7.1 △0.4

 合　     　　計 13,242 100.0 △5.1

 ［品目別売上高］

 売上高（百万円） 構成比率（％） 対前年同期増減率（％）

  製　品　本　体 6,486 49.0 △11.6

  イ 　 ン　  ク 4,932 37.2 4.8

  そ　　の　　他 1,824 13.8 △4.9

  合　        計 13.242 100.0 △5.1

 

（SG市場向け）

　主力製品であるJV33-130／160を中心としたプリンタ本体の拡販に努めました。プリンタ本体の稼働台数の増加に伴

うインク等消耗品も売上に寄与しました。その結果、売上高は98億44百万円（前年同期比1.1％増）となりました。

（IP市場向け）

　既存製品の拡販に努め、インク等消耗品の売上が伸長したものの、プリンタ等本体売上は伸び悩みました。その結

果、売上高は18億80百万円（同24.0％減）となりました。

（TA市場向け）

　既存製品の拡販に努めましたが、プリンタ本体、インク等消耗品ともに売上は伸び悩みました。その結果、売上高

は５億75百万円（同28.3％減）となりました。

－ 1 －



 

　また、当第２四半期連結累計期間における所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。

（日本地域）

　全国11ヶ所の営業拠点を中心に大小展示会への出展、ミニ展の開催等の取組みを積極的に行いました。アジア・パ

シフィック向け売上はSG市場向けを中心に大きく伸長いたしましたが、経済環境悪化の影響を受けた国内向け売上の

減少分を補うにはいたりませんでした。その結果、外部顧客に対する売上高は63億41百万円（前年同期比2.6％減）、

営業利益は２億25百万円（同65.3％減）となりました。

（北米地域）

　販売子会社MIMAKI USA,INC.において、当社グループ製品を販売するディーラーと協調して展示会を開催する等の積

極的な販売促進活動を行い、保守サービス面の強化にも注力いたしました。しかしながら、アメリカ経済低迷の影響

を受け、特にSG市場向け及びIP市場向けの売上が低迷したことに加え、米ドルの為替レートが円高傾向にあったこと

等から売上高が伸び悩みました。その結果、売上高は21億73百万円（同19.1％減）、営業利益は１億８百万円（同

7.4％減）となりました。

（欧州地域）

　販売子会社MIMAKI EUROPE B.V.において、展示会出展等による積極的な営業活動を行うとともに、平成20年７月に

ドイツの販売子会社Mimaki-nbn GmbHを取得し、販売体制の強化を図りました。SG市場向けではJV33シリーズを中心に

売上を伸ばしましたが、IP市場向け及びTA市場向けの売上が低迷したため、当該地域全体の売上も伸び悩みました。

その結果、売上高は47億16百万円（同1.0％減）、営業利益は３億円（同44.7％減）となりました。

（アジア地域）

　台湾御牧股份有限公司にて部品調達及びインクの組立を行っており、部品調達等コストの低減に注力いたしました。

また、御牧噴墨打印科技（浙江）有限公司においては、生産体制の整備に注力いたしました。その結果、売上高は12

百万円（同766.2％増）、営業損失は37百万円（前年同期は営業利益１百万円）となりました。

 

※当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。従いまして、前年同期比較に関する

情報は参考として記載しております。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債及び純資産の状況

（資産）

　資産の残高は、前連結会計年度末に比べ、10億38百万円増加し248億90百万円となりました。流動資産の残高は、製

品の増加等があったものの、現金及び預金や受取手形及び売掛金の減少等により２億53百万円減少し166億59百万円と

なりました。固定資産の残高は、今期より業容拡大による設備投資及びリース資産を計上したこと等により12億91百

万円増加し82億30百万円となりました。

（負債）

　負債の残高は、前連結会計年度末に比べ、７億82百万円増加し163億30百万円となりました。流動負債の残高は、短

期借入金の増加等により６億45百万円増加し152億20百万円となりました。固定負債の残高は、長期借入金の減少等が

あったものの、今期よりリース取引に関する会計処理を変更したことに伴うその他固定負債の増加等により１億36百

万円増加し11億10百万円となりました。

（純資産）

　純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ、２億56百万円増加し85億59百万円となりました。これは利益剰余金が

四半期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

　現金及び現金同等物残高（以下「資金」という。）は、短期借入金の増加や減価償却費等による調達があったもの

の、たな卸資産の増加や設備投資等に使用されたため、前連結会計年度末に比べ６億22百万円減少し、当第２四半期

連結会計期間末には、27億39百万円となりました。なお、営業活動、投資活動、財務活動別の詳細につきましては、

次のとおりであります。

　営業活動の結果獲得した資金は３億17百万円となりました。これは、たな卸資産の増加10億43百万円、仕入債務の

減少７億６百万円等があったものの、税金等調整前四半期純利益５億52百万円に加え、減価償却費５億85百万円、売

上債権の減少５億80百万円等の資金の獲得があったことによるものであります。

　投資活動の結果使用した資金は14億８百万円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出８億53百万円、

子会社株式の取得による支出２億64百万円等によるものであります。

　財務活動の結果獲得した資金は５億４百万円となりました。これは、短期借入金の増加９億円等があったことによ

るものであります。

－ 2 －



 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　通期の業績予想につきましては、平成20年10月31日付「業績予想の修正に関するお知らせ」にて公表したものから

変更はございません。

　今後の見通しを機種群別等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

　主力製品であるJV33シリーズ、JV5シリーズに加えて、プリンタカッターCJV30シリーズ、UV-LED方式のUV硬化イ

ンクジェットプリンタUJV-160等の新製品により強化されたラインナップを活かして製品本体の拡販に努める計画で

あります。併せて、サービス・顧客満足度の向上に注力することにより、消耗品等のアフターマーケットにおいて

の販売を堅実に推し進めていく計画であり、204億５百万円（前連結会計年度比2.3％増）を見込んでおります。

②IP市場向け

　当該機種群を牽引しているJFシリーズや次世代機種を中心に、引き続き当社製品を活用したデジタル化によるオ

ンデマンド生産を提案していく考えであります。そのためには、新しい販売チャネルの開拓と応用可能性の訴求・

提案力の強化が不可欠であり、そこに重点を置いた営業活動を計画し、44億14百万円（同12.5％減）を見込んでお

ります。

③TA市場向け

　現行機種に、転写専用プリンタカッター等新製品を加えたラインナップによって製品本体の拡販に努めるととも

に、前処理・後処理等のノウハウの習得・蓄積を続け、販売力の強化に繋げていく計画であり、11億38百万円（同

14.3％減）を見込んでおります。

（売上総利益） 

　経済環境の悪化に伴い製品需要の低迷による競争激化が見込まれる中、生産体制の整備による合理化を中心とし

た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）

　会計処理変更に伴う製品補修費等の減少、人件費や減価償却費等の増加を見込んでおります。

（営業外収益・費用）

　主に為替予約による為替差益、預金利息収入、借入金の支払利息等を見込んでおります。 

（特別利益・損失）

　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）

　主要な為替レートは、１米ドル＝105円、１ユーロ＝152円としております。

　なお、業績予想につきましては、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って大きく異なる可能性があります。

 

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）

　該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

ａ．簡便な会計処理

　該当事項はありません。

ｂ．特有の会計処理

　該当事項はありません。

（３）四半期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

ａ．会計基準等の改正に伴う変更

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財

務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

　通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、総平均法による原価法によっておりましたが、第

１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）

が適用されたことに伴い、総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法）により算定しております。
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　これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞ

れ12,010千円減少しております。

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

　第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。

　これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞ

れ10,420千円増加しております。また、適用初年度の期首利益剰余金は40,293千円減少いたしました。

ｂ．ａ．以外の変更

①リース取引に関する会計基準の適用

　当社及び国内連結子会社は、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりましたが、「リース取

引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３

月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年

１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後開

始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、第１四

半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。ま

た、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引に係るリース

資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しており

ます。

　これにより、リース資産が有形固定資産に454,537千円及び無形固定資産に10,806千円計上されております

が、損益への影響はありません。

②従来、有償保守契約に係る売上に対応する費用については、無償の製品補修費用と同様に製品補修費として

販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、第１四半期連結会計期間より売上原価へ計上する方法に変

更いたしました。

　これは、保守売上高の増大とともに対応する製品補修費用が増してきたこと、また製品補修費用のデータ

が整備されたことから、売上高と売上原価との対応関係をより適正に表示するために行ったものでありま

す。

　これにより、従来の方法によった場合に比べ、売上原価は222,342千円増加し、売上総利益、販売費及び一

般管理費はそれぞれ同額減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える

影響はありません。

（追加情報）

　従来、個別に認識された無償補修費用の見積額（前連結会計年度112,706千円）を未払金に含めて計上し、

それ以外の無償補修費用については支出時の費用として処理しておりましたが、第１四半期連結会計期間よ

り、無償補修費用の個別見積額及び過去の実績に基づく負担見積額の合計額を製品保証引当金として計上し

ております。

　これは、売上高の増大により将来における無償補修費用の増加が見込まれる中で、製品種類毎の無償補修

費用に係るデータが整備・蓄積されたことから、第１四半期連結会計期間より過去の実績に基づく負担見積

額を製品保証引当金として計上するとともに、従来、未払金に含めて計上していた個別に認識された無償補

修費用の見積額についても、より明瞭な勘定科目への統一を図ったものであります。

　これにより、従来の方法に比べ、営業利益及び経常利益がそれぞれ11,758千円増加し、税金等調整前四半

期純利益が30,988千円減少しております。　
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,823,217 3,432,670

受取手形及び売掛金 3,907,373 4,368,385

製品 6,515,596 5,843,131

原材料 1,586,461 1,376,631

仕掛品 382,036 373,539

貯蔵品 54,758 53,930

繰延税金資産 683,411 636,447

その他 771,524 851,454

貸倒引当金 △65,256 △24,014

流動資産合計 16,659,124 16,912,176

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,557,749 2,521,799

土地 1,244,951 1,235,682

その他（純額） 1,763,239 1,987,476

有形固定資産合計 6,565,940 5,744,958

無形固定資産   

のれん 303,226 －

その他 465,239 331,302

無形固定資産合計 768,466 331,302

投資その他の資産   

繰延税金資産 247,572 241,130

その他 827,059 813,885

貸倒引当金 △178,138 △192,049

投資その他の資産合計 896,492 862,966

固定資産合計 8,230,899 6,939,228

資産合計 24,890,024 23,851,404



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,533,334 6,191,970

短期借入金 5,900,000 5,000,000

1年内返済予定の長期借入金 522,197 585,342

未払法人税等 265,211 309,276

賞与引当金 319,143 287,538

役員賞与引当金 7,176 18,303

製品保証引当金 175,934 －

その他 2,497,195 2,182,129

流動負債合計 15,220,193 14,574,558

固定負債   

長期借入金 347,366 575,643

繰延税金負債 8,023 7,757

退職給付引当金 237,651 228,565

役員退職慰労引当金 － 142,268

その他 517,349 19,442

固定負債合計 1,110,390 973,677

負債合計 16,330,584 15,548,235

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,015,168 2,015,168

資本剰余金 1,903,168 1,903,168

利益剰余金 4,511,216 4,283,650

株主資本合計 8,429,553 8,201,987

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,046 △1,038

為替換算調整勘定 △128,476 △48,300

評価・換算差額等合計 △133,523 △49,338

新株予約権 263,410 150,520

純資産合計 8,559,440 8,303,168

負債純資産合計 24,890,024 23,851,404



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 13,242,791

売上原価 7,285,427

売上総利益 5,957,363

販売費及び一般管理費 5,405,665

営業利益 551,697

営業外収益  

受取利息 13,445

受取配当金 2,243

為替差益 54,540

保険返戻金 35,853

その他 17,194

営業外収益合計 123,277

営業外費用  

支払利息 44,333

売上割引 26,112

その他 4,735

営業外費用合計 75,181

経常利益 599,794

特別利益  

固定資産売却益 9,137

特別利益合計 9,137

特別損失  

固定資産売却損 333

固定資産除却損 12,989

過年度製品保証引当金繰入額 42,747

特別損失合計 56,070

税金等調整前四半期純利益 552,861

法人税、住民税及び事業税 274,440

法人税等調整額 △35,837

法人税等合計 238,602

四半期純利益 314,259



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

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 552,861

減価償却費 585,383

のれん償却額 27,566

貸倒引当金の増減額（△は減少） △19,829

製品保証引当金の増減額（△は減少） 175,934

賞与引当金の増減額（△は減少） 31,761

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,127

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,085

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △142,268

受取利息及び受取配当金 △15,688

支払利息 44,333

株式報酬費用 112,890

為替差損益（△は益） 82,420

固定資産売却損益（△は益） △8,803

固定資産除却損 12,989

売上債権の増減額（△は増加） 580,922

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,043,928

仕入債務の増減額（△は減少） △706,641

未収消費税等の増減額（△は増加） 367,048

未払金の増減額（△は減少） △206,777

その他 228,281

小計 656,412

利息及び配当金の受取額 15,688

利息の支払額 △36,256

法人税等の支払額 △318,212

営業活動によるキャッシュ・フロー 317,632

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） △14,400

有形固定資産の取得による支出 △853,700

有形固定資産の売却による収入 10,908

無形固定資産の取得による支出 △246,894

投資有価証券の取得による支出 △10,200

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△264,463

その他 △29,443

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,408,193

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 900,000

長期借入金の返済による支出 △291,077

リース債務の返済による支出 △58,090

配当金の支払額 △45,937

財務活動によるキャッシュ・フロー 504,895

現金及び現金同等物に係る換算差額 △36,894

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △622,559

現金及び現金同等物の期首残高 3,362,300

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,739,740



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

　当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

　当社グループはコンピュータ周辺機器事業の専業メーカーとして、同一セグメントに属するインクジェット

プリンタ及びカッティングプロッタ等の製造、販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当

事項はありません。

〔所在地別セグメント情報〕

　当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

 
日本

（千円）
北米

（千円）
欧州

（千円）
アジア
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社

（千円）

連結
（千円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 6,341,163 2,173,152 4,716,472 12,002 13,242,791 － 13,242,791

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
5,322,995 11,229 886 482,296 5,817,407 △5,817,407 －

計 11,664,158 2,184,382 4,717,358 494,298 19,060,199 △5,817,407 13,242,791

営業利益又は営業損失（△） 225,784 108,344 300,838 △37,557 597,409 △45,711 551,697

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

北米・・・・・・・アメリカ合衆国

欧州・・・・・・・オランダ王国、ドイツ

アジア・・・・・・台湾、中国

当第２四半期連結会計期間において、Mimaki-nbn GmbHの株式を取得したことに伴い、欧州の区分にはドイツ

が加わっております。　

３．会計方針の変更

（1）棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

　第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７

月５日）を適用しております。

　これにより、当第２四半期連結累計期間の「日本」の営業利益は7,909千円、「北米」の営業利益は3,009

千円、「欧州」の営業利益は1,091千円それぞれ減少しております。 

（2）「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

　第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号　平成18年5月17日）を適用しております。

　これにより、当第２四半期連結累計期間の「欧州」の営業利益は10,420千円増加しております。

（追加情報）

　第１四半期連結会計期間より、無償補修費用の個別見積額及び過去の実績に基づく負担見積額の合計額を

製品保証引当金として計上しております。

　これにより、当第２四半期連結累計期間の「日本」の営業利益は10,706千円、「欧州」の営業利益は1,051

千円それぞれ増加しております。

－ 1 －



〔海外売上高〕

　当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

 北米 欧州 アジア
その他の
地域

計

Ⅰ　海外売上高（千円） 2,230,840 4,181,105 837,645 2,071,166 9,320,758

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － － 13,242,791

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割

合（％）
16.9 31.6 6.3 15.6 70.4

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米・・・・・・・アメリカ合衆国、カナダ

(2）欧州・・・・・・・イタリア、ドイツ、イギリス、フランス、ポルトガル

(3）アジア・・・・・・中国、韓国、タイ、インド、シンガポール

(4）その他の地域・・・ブラジル、ロシア、メキシコ、南アフリカ、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。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

 

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日

　　至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円） 百分比
（％）

Ⅰ　売上高  13,960,430 100.0

Ⅱ　売上原価  7,699,485 55.2

　　売上総利益  6,260,944 44.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費  5,359,882 38.3

　　営業利益  901,062 6.5

Ⅳ　営業外収益    

１　受取利息 31,596   

２　受取賃貸料 1,385   

３　為替差益 137,827   

４　その他 18,008 188,818 1.3

Ⅴ　営業外費用    

１　支払利息 40,067   

２　売上割引 9,994   

３　延滞税等 17,598   

４　その他 7,457 75,117 0.5

　　経常利益  1,014,763 7.3

Ⅵ　特別利益    

１　固定資産売却益 7,934 7,934 0.1

Ⅶ　特別損失    

１　固定資産売却損 509   

２　固定資産除却損 36,829 37,338 0.3

　　税金等調整前中間純利益  985,359 7.1

　　法人税、住民税及び事業税 534,861   

　　過年度法人税等 15,389   

　　法人税等調整額 △234,660 315,590 2.3

　　中間純利益  669,768 4.8
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（２）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19年４月１日

　　至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間純利益 985,359

減価償却費 451,367

貸倒引当金の増加額 28,373

賞与引当金の増加額 84,176

役員賞与引当金の減少額 △130

退職給付引当金の増加額 2,408

役員退職慰労引当金の増加額 4,180

受取利息及び受取配当金 △33,575

支払利息 40,067

株式報酬費用 37,630

為替差益 △62,489

固定資産売却益 △7,934

固定資産売却損 509

固定資産除却損 36,829

売上債権の増加額 △609,446

たな卸資産の増加額 △861,494

仕入債務の増加額 983,883

未収消費税等の減少額 256,501

未払金の増加額 91,813

その他 18,222

小計 1,446,252

利息及び配当金の受取額 33,414

利息の支払額 △29,972

法人税等の支払額 △608,660

営業活動によるキャッシュ・フロー 841,033

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 30,400

有形固定資産の取得による支出 △449,368

有形固定資産の売却による収入 21,283

無形固定資産の取得による支出 △91,350

投資有価証券の取得による支出 △1,000

その他 △10,621

投資活動によるキャッシュ・フロー △500,656

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 3,000

長期借入金の返済による支出 △300,030

配当金の支払額 △71,854

財務活動によるキャッシュ・フロー △368,884
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前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日

　　至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 27,590

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △916

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 4,769,687

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末残高
4,768,770

 

（３）セグメント情報

〔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19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　当社グループはコンピュータ周辺機器事業の専業メーカーとして、同一セグメントに属するインクジェット

プリンタ及びカッティングプロッタ等の製造、販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当

事項はありません。

〔所在地別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（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

 

〔海外売上高〕

前中間連結会計期間（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。
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