
  
 
平成１８年３月期 第３四半期財務・業績の概況（連結）   

平成18年1月31日 

会 社 名 エス・イー・エス株式会社      （ＪＡＳＤＡＱ・コード番号：６２９０） 
（ＵＲＬ http://www.ses-corp.co.jp/jp/koukoku/） 

問合せ先  代表者役職・氏名 代表取締役社長 柴垣 喜造 

問合せ先  責任者役職・氏名 専 務 取 締 役 北島 文雄 

                      ＴＥＬ：（０４２）５８０－０８７３ 

１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

 ①会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 無 

 ②最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

 ③連結及び持分法の連結範囲の異動の状況 ： 無 

  

２．平成18年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成17年４月１日～平成17年12月31日） 

 (1)経営成績（連結）の進捗状況 （金額の表示：百万円未満切捨）

 売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益 

 百万 ％ 百万 ％ 百万 ％ 百万 ％

18年3月期第3四半期累計 8,550 (△46.7) △1,775 (    －) △1,950 (    －) △2,220 (    －)

17年3月期第3四半期累計 16,033 (    －) 1,710 (    －) 1,498 (    －) 1,028 (    －)

（参考）17年3月期 21,271 (    －) 2,253 (    －) 1,965 (    －) 1,445 (    －)

 

 
１株当たり四半期 

( 当 期 ) 純 利 益 

潜在株式調整後１株 

当 た り 四 半 期 

( 当 期 ) 純 利 益 

 円 銭 円 銭
18年3月期第3四半期累計 △103 40 － －

17年3月期第3四半期累計 53 54 38 87

（参考）17年3月期 74 44 54 63

（注）①持分法投資損益    18年3月期第3四半期  －百万円  17年3月期第3四半期   －百万円   17年３月期  －百万円 

   ②期中平均株式数（連結）18年3月期第3四半期 21,476,366株 17年3月期第3四半期 19,203,053株 17年３月期 19,413,709株 

③売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率 

④平成16年3月期は、決算期変更に伴い6ヶ月決算となったため平成17年3月期第3四半期の対前年第3四半期増減率は表示してお

りません。 

(2)財政状態（連結）の変動状況 （金額の表示：百万円未満切捨）

 
総資産 株主資本 株主資本比率 

１株当たり株主資

本 

  百万円 百万円 ％ 円 銭 
18年3月期第3四半期 23,717 7,108 30.0  329  26

17年3月期第3四半期 27,347 7,661 28.0  397 25

（参考）17年3月期 25,418 9,271 36.5  434    41

（注）期末発行済株式数（連結）18年3月期第3四半期 21,587,984株 17年3月期第3四半期 19,287,016株 17年３月期 21,343,118株 

 

３．平成18年３月期の連結業績予想（平成17年４月１日～平成18年３月31日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

  百万円 百万円  百万円

通 期 15,070  △950  △1,340  

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期)     △62円 07銭 

※業績予想は、本資料発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれておりますので、今後 

 経済情勢・市場の変動等に関わるリスクや不確定要因により、実際の業績は予測数値と異なる可能性があります。

－  － 
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１．企業集団の状況 
 当社のグループ（当社および当社の関係会社）は、当社、子会社４社で構成されております。 

 当社グループの事業内容は、半導体製造装置（半導体・液晶ガラス等の薬液処理装置）の製造販売であり、さ

らにこれらに関連する研究および保守サービス等の事業活動を展開しております。 

 製造は、当社およびエス・イー・テクノ㈱が行っており、販売は当社およびエス・イー・テクノ㈱が行い、保

守サービスについて、当社は一部をエス・イー・テクノ㈱に委託しております。なお、エス・イー・エス・エク

シード㈱は労働者派遣業等を業務としており、当社に人員を派遣しております。 

 また、台湾市場における保守サービスはS.E.S.INTERNATIONAL TAIWAN INC.、中国市場における販売支援サー

ビスはS.E.S.INTERNATIONAL SHANGHAI CO.,LTD.が行っております。 

 以上の状況における事業の系統は、概ね次の図のとおりであります。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                                                           

                                       

                                       

得 意 先                     

当 社                
（製造・販売・保守サービス） 

 
連結子会社 

（製 造 ・ 販 売 ・ 保 守 サ ー ビ ス） 

 
エス・イー・テクノ㈱ 

 
連結子会社 

（労働者派遣） 
エス・イー・エス・

エクシード㈱ 

 
中国連結子会社 

（販売支援サービス）
S.E.S.INTERNATIONAL
SHANGHAI CO.,LTD. 

 
台湾連結子会社 

（保守サービス） 
S.E.S.INTERNATIONAL 

TAIWAN INC. 

労働者派遣  

据付・保守サービス

材料・部品 

製品の流れ 
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2.第3四半期業績の概要 
  

第3四半期の業績の概要についてご報告いたします。 

 

(1)当第3四半期（平成17年10月1日～平成17年12月31日の3カ月間） 

 （売上高） 

   当社の装置納入時期は、半導体メーカーの設備投資決定時期の関係から毎年3月と9月に集中する傾向があるこ

とと、12月出荷予定の一部製品の出荷が第4四半期にズレ込んだことにより当第3四半期の売上高は、第2四半期

の3,637百万円に対して、1,759百万円減少の1,878百万円となりました。 

   単体ベースの売上高につきましても、第2四半期の2,882百万円に対して、1,118百万円減少の1,764百万円の売

上高となりました。 

 

（損益） 

   当第3四半期の連結ベースの営業損益は560百万円の損失となり、第2四半期の654百万円の損失に対しては、売

上高が1,759百万円減少したにもかかわらず94百万円の損失減少となりました。第4四半期は、当第3四半期から

ズレ込む製品出荷による売上計上と子会社の売上が本年の1月～3月に集中することが寄与するため、大きな利益

計上を予想いたしております。 

   支払利息等の営業外費用もあり、当第3四半期の連結経常損失は614百万円となりました。(第2四半期は718百

万円の損失) 

単体ベースの当第3四半期の営業損益は、353百万円の損失となり、第2四半期の419百万円の損失に対しては、

売上高が1,118百万円減少したにもかかわらず66百万円の損失減少となりました。しかしながら、売上高の第4四

半期へのズレ込み等により、売上高が損益分岐点に達しなかったために、損失計上となりました。支払利息等の

営業外費用もあり当第3四半期の経常損失は、394百万円となりました。(第2四半期は458百万円の損失) 

 

（受注の状況） 

   当第3四半期については、半導体市場がこれまでの調整局面から回復基調に入ったとの見方から引合いが増加

し、当社グループ挙げて受注に向け積極的な営業活動を展開いたしました。連結ベースの受注につきましては、

半導体関係は順調に推移いたしましたが、子会社の液晶関係の大口物件で、客先の正式発注が第4四半期にズレ

込んだため、第2四半期の新規受注高4,174百万円には及びませんでしたが連結ベースの新規受注高は3,235百万

円を獲得いたしました。以上の結果、当第3四半期末の受注残高は7,328百万円となり、第2四半期末の5,972百万

円に対しては、1,356百万円の増加となりました。 

   単体ベースの当第3四半期の新規受注高は3,561百万円を獲得し、第2四半期の新規受注高3,456百万円に対して

は、105百万円の増加となりました。この結果当第3四半期末の受注残高は6,341百万円となり、第2四半期末の

4,545百万円に対しては1,796百万円増加いたしました。なお、当第3四半期末の受注残高の主要地域別では、韓

国57.0%、日本28.3%、中国および台湾14.5%、その他0.2%となっております。 

 

(2)９カ月間通算（平成17年4月1日～平成17年12月31日） 

 （売上高） 

   当期間の半導体業界は、前期の後半から続いておりましたデジタル関連製品の一時的な需要減少による在庫調

整の動きが収束し、半導体メーカーに増産や設備投資再開の動きが見られるなど回復傾向のなかで推移いたしま

した。このため当社グループの受注高も、四半期別に見ますと、平成17年1月から3月を底に、増加の傾向となっ

てまいりました。売上高につきましては、受注の少なかった前期後半受注分が当期の前半に出荷されたため、好

調だった前年同期の連結売上高16,033百万円に対して、7,482百万円減少の8,550百万円にとどまりました。 

   また、単体ベースの売上高は前年同期の14,409百万円に対して、7,683百万円減少の6,726百万円となりました。 

 

 （損益） 

    連結の売上総利益は前年同期の4,083百万円(売上総利益率25.5%)に対し、862百万円（売上総利益率

10.1 %）と3,221百万円の減少となりました。これは、売上高が大幅に減少したことに加えて、当上半期に顧

客の製造製品の変化に応えるため、新たな仕様の製品を納入したことによる研究開発的要素の多い原価が増加

したこと、更に前期の繁忙期に納入した装置に不具合が生じ、この上半期中にその対策コスト等約485百万円

発生したことが、大きな利益圧迫要因となったことによるものであります。 

－  － 
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販売費及び一般管理費につきましては対売上高比前年同期14.8％から当期間は30.9％となり、16.1%の負担

増加となりました。経費の節減に努めておりますが研究開発費が当期間は982百万円の計上となり、前年同期

の681百万円に対して300百万円の大幅増加となったことと、売上高の減少が大きかったことにより販売費及び

一般管理費の負担率は高くなりました。 

営業損益段階では前年同期の1,710百万円の利益に対して、1,775百万円の損失計上のやむなきにいたりまし

た。これに支払利息等の営業外費用もあり当期間の連結経常損失は1,950百万円の計上となり前年同期の1,498

百万円の経常利益に対しては、3,448百万円の大幅悪化となりました。 

    単体ベースでは、売上総利益は前年同期の3,723百万円(売上総利益率25.8%)に対し、571百万円(売上総利益

率8.5%)と、3,152百万円の大幅減少となりました。営業損益では1,401百万円の損失(前年同期は1,723百万円

の利益)、経常損益では1,519百万円の損失（前年同期は1,564百万円の利益）となり、前年同期に対しては、

大きく悪化いたしました｡ 

 

(3)通期の見通し 

   通期（平成17年4月1日～平成18年3月31日）の業績見通しにつきましては、連結ベースで7,328百万円の受注残

高を確保していることと生産も順調であることから昨年11月15日付中間決算短信で発表した通期の業績予想を、

現段階においては変更しておりません。 

  

－  － 
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３.（要約）連結財務諸表等 
 (1)（要約）四半期連結貸借対照表 

 
平成18年3月期 
第 ３ 四 半 期 

（平成17年12月31日） 

平成17年3月期 
第 ３ 四 半 期 

（平成16年12月31日） 
増減 

（参考） 
平成17年３月期 

（平成17年３月31日）
科目 

注記
番号

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（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 7,156,283 7,810,901  6,977,720

２．受取手形及び売掛金  4,802,335 7,451,954  6,776,871

３．棚卸資産  3,943,772 4,103,679  3,199,731

４．繰延税金資産  168,209 176,246  236,971

５．その他  280,326 149,425  170,015

流動資産合計  16,350,928 68.9 19,692,206 72.1 △3,341,278 17,361,309 68.3

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1)建物及び構築物 ※1,3 2,757,874 2,903,434  2,906,666

(2)土地 ※3 2,069,368 2,465,574  2,465,574

(3)その他 ※1,3 1,169,638 958,127  1,372,374

有形固定資産合計  5,996,881 25.4 6,327,135 23.1 △330,253 6,744,614 26.6

２．無形固定資産  147,363 0.6 310,237 1.1 △162,874 266,142 1.0

３．投資その他の資産    

(1)投資有価証券 ※3 764,305 585,480  613,042

(2)繰延税金資産  48,307 40,678  40,214

(3)その他  430,987 415,149  419,331

貸倒引当金  △29,311 △31,850  △31,400

投資その他の資産合計  1,214,289 5.1 1,009,458 3.7 204,831 1,041,188 4.1

固定資産合計  7,358,534 31.1 7,646,832 27.9 △288,297 8,051,946 31.7

Ⅲ 繰延資産    

１．社債発行費  8,229 8,057  4,966

繰延資産合計  8,229 0.0 8,057 0.0 171 4,966 0.0

資産合計  23,717,692 100.0 27,347,096 100.0 △3,629,404 25,418,222 100.0

    

－  － 
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平成18年3月期 
第 ３ 四 半 期 

（平成17年12月31日） 

平成17年3月期 
第 ３ 四 半 期 

（平成16年12月31日） 
増減 

（参考） 
平成17年３月期 

（平成17年３月31日）
科目 

注記
番号

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（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  3,835,843 5,966,637  5,050,063

２．短期借入金 ※3 6,665,678 7,023,888  5,073,588

３．一年内償還予定社債  2,371,000 －  －

４．未払法人税等  22,906 36,659  60,448

５．賞与引当金  104,111 121,496  225,252

６．役員賞与引当金  － －  25,000

７．製品保証引当金   11,885 123,162  154,252

８．その他  474,257 624,396  832,339

流動負債合計  13,485,683 56.8 13,896,240 50.8 △410,557 11,420,944 44.9

Ⅱ 固定負債    

１．社債  970,000 4,291,000  3,111,000

２．長期借入金 ※3 1,676,500 1,084,370  1,061,000

３．退職給付引当金  225,569 128,465  149,673

４．繰延税金負債  125,334 47,396  84,927

５．その他  19,600 19,600  19,600

固定負債合計  3,017,003 12.7 5,570,831 20.4 △2,553,828 4,426,200 17.4

負債合計  16,502,686 69.5 19,467,072 71.2 △2,964,386 15,847,145 62.3

（少数株主持分）    

少数株主持分  106,963 0.5 218,334 0.8 △111,370 299,404 1.2

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金  6,574,428 27.7 5,949,428 21.8 625,000 6,509,428 25.6

Ⅱ 資本剰余金  1,080,173 4.6 455,173 1.7 625,000 1,015,173 4.0

Ⅲ 利益剰余金  △772,044 △3.3 1,202,372 4.3 △1,974,417 1,619,319 6.3

Ⅳ その他有価証券評価差
額金 

 233,268 1.0 67,404 0.2 165,863 143,648 0.6

Ⅴ 為替換算調整勘定  2,510 0.0 △3,803 △0.0 6,313 △5,851 △0.0

Ⅵ 自己株式  △10,294 0.0 △8,886 △0.0 △1,407 △10,046 △0.0

資本合計  7,108,042 30.0 7,661,689 28.0 △553,647 9,271,672 36.5

負債、少数株主持分及
び資本合計 

 23,717,692 100.0 27,347,096 100.0 △3,629,404 25,418,222 100.0

    

－  － 
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（２）（要約）四半期連結損益計算書 

 

平成18年3月期 
第 ３ 四 半 期 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

平成17年3月期 
第 ３ 四 半 期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

増減 

（参考） 
平成17年３月期 

(自 平成16年4月１日 
  至 平成17年3月31日)科目 

注記
番号

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  8,550,554 100.0 16,033,105 100.0 △7,482,550 21,271,348 100.0

Ⅱ 売上原価  7,687,889 89.9 11,949,377 74.5 △4,261,488 15,974,896 75.1

売上総利益  862,665 10.1 4,083,727 25.5 △3,221,061 5,296,452 24.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 2,638,368 30.9 2,372,929 14.8 265,438 3,043,356 14.3

営業利益又は損失
（△） 

 △1,775,702 △20.8 1,710,797 10.7 △3,486,500 2,253,096 10.6

Ⅳ 営業外収益  46,668 0.5 48,808 0.3 △2,140 66,190 0.3

Ⅴ 営業外費用  221,348 2.6 261,554 1.6 △40,206 354,272 1.7

経常利益又は損失
（△） 

 △1,950,382 △22.9 1,498,051 9.4 △3,448,433 1,965,014 9.2

Ⅵ 特別利益 ※2 29,436 0.3 5,224 0.0 24,211 5,680 0.0

Ⅶ 特別損失 ※3 425,636 5.0 94,510 0.6 331,125 128,903 0.5

税金等調整前四半期
(当期)純利益又は損失
（△） 

 △2,346,581 △27.6 1,408,765 8.8 △3,755,746 1,841,791 8.7

法人税、住民税及び事
業税 

 26,228 0.3 11,695 0.1 14,533 25,187 0.1

法人税等調整額  40,250 0.5 446,453 2.8 △406,203 367,970 1.8

少数株主利益又は損失
（△） 

 △192,440 △2.4 △77,523 △0.5 △391,669 3,547 0.0

四半期(当期)純利益又
は損失（△） 

 △2,220,619 △26.0 1,028,139 6.4 △3,248,759 1,445,086 6.8

    

－  － 
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（３）（要約）四半期連結剰余金計算書 

 
平成18年３月期第３四半期
（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年12月31日)

 
平成17年３月期第３四半期
（自 平成16年４月１日 

  至 平成16年12月31日)
増減 

（参考） 
平成17年３月期 

（自 平成16年４月１日
  至 平成17年３月31日)科目 

注記
番号 

金額（千円） 
 

金額（千円） 
金額   

（千円） 
金額（千円） 

（資本剰余金の部）   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  1,015,173 365,173 650,000 365,173

Ⅱ 資本剰余金増加高   

 １．社債の転換による新株の発行   65,000 65,000 90,000 90,000 △25,000 650,000 650,000

Ⅲ 資本剰余金期末残高  1,080,173 455,173 625,000 1,015,173

   

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  1,619,319 366,087 1,253,232 366,087

Ⅱ 連結剰余金増加高   

 １．四半期（当期）純利益  － － 1,028,139 1,028,139 △1,028,139 1,445,086 1,445,086

Ⅲ 利益剰余金減少高   

 １．配当金  170,744 191,854  191,854

 ２. 四半期（当期）純損失  2,220,619 2,391,364 － 191,854 2,199,510 － 191,854

Ⅳ 利益剰余金期末残高  △772,044 1,202,372 △1,974,417 1,619,319

   

 

－  － 
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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 

項目 
平成18年３月期第３四半期 

（自 平成17年4月１日 
  至 平成17年12月31日） 

 
平成17年３月期第３四半期 
（自 平成16年４月１日 

  至 平成16年12月31日) 

（参考） 
平成17年３月期 

（自 平成16年４月１日 
  至 平成17年３月31日) 

１．連結の範囲に関する

事項 

 連結子会社の数  ４社 

  主要な連結子会社名 

エス・イー・テクノ㈱ 

  エス・イー・エス・     

エクシード㈱ 

S.E.S.INTERNATIONAL   

TAIWAN INC. 

S.E.S.INTERNATIONAL 

SHANGHAI CO.,LTD. 

同左 
 

同左 

２．連結子会社の四半期

（決算日）等に関す

る事項 

 連結子会社のうち、エス・

イー・テクノ㈱の第３四半期決

算日は６月30日であります。 

 四半期連結財務諸表の作成に

あたっては、当該子会社につい

ては、四半期連結決算日現在で

実施した仮決算に基づく四半期

財務諸表を作成しております。

また、連結子会社のうち、

S.E.S. INTERNATIONAL TAIWAN 

INC.および

S.E.S.INTERNATIONAL SHANGHAI 

CO.,LTD.の第３四半期決算日は

９月30日であります。 

 四半期連結財務諸表の作成に

あたっては、当該子会社につい

ては、９月30日現在の四半期決

算財務諸表を採用しております

が、四半期連結決算日との間に

生じた重要な取引については連

結上必要な調整を行っておりま

す。 

同左  連結子会社のうち、エス・

イー・テクノ㈱の決算日は９月

30日であります。 

 連結財務諸表の作成にあたっ

ては、当該子会社については、

連結決算日現在で実施した仮決

算に基づく財務諸表を作成して

おります。 

また、連結子会社のうち、

S.E.S. INTERNATIONAL TAIWAN 

INC.および

S.E.S.INTERNATIONAL SHANGHAI 

CO.,LTD.の決算日は12月31日で

あります。 

 連結財務諸表の作成にあたっ

ては、当該子会社については、

12月31日現在の決算財務諸表を

採用しておりますが、連結決算

日との間に生じた重要な取引に

ついては連結上必要な調整を

行っております。 

３．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 

 四半期決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価差

額は全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動平

均法により算定） 

(1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法 

① 有価証券 

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 

 決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定） 

 ② 棚卸資産 

製品・仕掛品 

…個別法による原価法

主要原材料 

…主として移動平均法

による原価法 

補助原材料 

…主として総平均法に

よる原価法 

貯蔵品 

…最終仕入原価法によ

る原価法 

 

② 棚卸資産 

同左 

② 棚卸資産 

同左 

 

－  － 
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項目 
平成18年３月期第３四半期 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年12月31日） 

 
平成17年３月期第３四半期 
（自 平成16年４月１日 

  至 平成16年12月31日) 

（参考） 
平成17年３月期 

（自 平成16年４月１日 
  至 平成17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 

主として定率法を採用して

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

（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、主な耐用年数は以

下のとおりであります。 

建物及び構築物 

…3年～47年 

機械装置及び運搬具 

…2年～15年 

工具器具及び備品 

…2年～20年 

 また、在外連結子会社に

ついては、見積耐用年数に

基づく定額法を採用してお

ります。 

(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 

主として定率法を採用して

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

（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、主な耐用年数は以

下のとおりであります。 

建物及び構築物 

…7年～47年 

機械装置及び運搬具 

…2年～15年 

工具器具及び備品 

…2年～20年 

 また、在外連結子会社に

ついては、見積耐用年数に

基づく定額法を採用してお

ります。 

(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 

主として定率法を採用して

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

（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、主な耐用年数は以

下のとおりであります。 

建物及び構築物 

…3年～47年 

機械装置及び運搬具 

…2年～15年 

工具器具及び備品 

…2年～20年 

 また、在外連結子会社に

ついては、見積耐用年数に

基づく定額法を採用してお

ります。 

 ② 無形固定資産 

定額法を採用しておりま

す。 

 なお、自社利用のソフト

ウェアについては社内にお

ける見込利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用

しております。 

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 

社債発行費 

商法に規定する３年で毎期

均等償却する方法によって

おります。 

(3) 繰延資産の処理方法 

社債発行費 

同左 

(3) 繰延資産の処理方法 

社債発行費 

同左 

 (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、貸倒懸念債権及び破産

更生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。 

 なお、在外連結子会社に

ついては、債権の回収実績

並びに回収可能性を検討し

て必要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 

 

 

 

 

 

 

－  － 
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項目 
平成18年３月期第３四半期 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年12月31日） 

 
平成17年３月期第３四半期 
（自 平成16年４月１日 

  至 平成16年12月31日) 

（参考） 
平成17年３月期 

（自 平成16年４月1日 
  至 平成17年3月31日) 

 ② 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備

えるため、賞与支給見込額

のうち当四半期連結会計期

間の負担額を計上しており

ます。 

なお、在外連結子会社の

 うち、

S.E.S.INTERNATIONAL 

SHANGHAI CO.,LTD.につい

ては、賞与制度がないため

引当金は設定しておりませ

ん。 

② 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備

えるため、賞与支給見込額

のうち当四半期連結会計期

間の負担額を計上しており

ます。 
   なお、在外連結子会社に

ついては、賞与制度がない
ため引当金は設定しており
ません。  

② 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備

えるため、賞与支給見込額

のうち当連結会計年度の負

担額を計上しております。

  なお、在外連結子会社に

ついては、賞与制度がない

ため引当金は設定しており

ません。 

 ③ 役員賞与引当金 

 当社は役員賞与の支給に備

えるため、支給見込額を計上

しております。 

 なお当該引当金は、商法施 

行規則第43条の規定に基づく 

ものであります。 

③ ―――――― ③ 役員賞与引当金 

 当社は役員賞与の支給に備

えるため、支給見込額を計上

しております。 

(追加情報) 

   当社は役員賞与について、

従来利益処分により未処分利

益の減少とする処理を行って

おりましたが、当連結会計年

度から、「役員賞与の会計処

理に関する当面の取り扱い」

（企業会計基準委員会実務対

応報告第13号 平成16年3月9

日）に基づき、発生時に会計

処理することとしておりま

す。この結果、従来の方法と

比較して、｢営業利益｣、｢経常

利益｣、および｢税金等調整前

当期純利益｣はそれぞれ25,000

千円減少しております。 

 

 ④ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

るため、当四半期連結会計

期間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。

 数理計算上の差異は、各

連結会計年度の発生時の従

業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（５年）に

よる定率法により按分した

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。 

なお、在外連結子会社の

うち、

S.E.S.INTERNATIONAL 

SHANGHAI CO.,LTD.につい

ては、退職金制度がないた

め引当金は設定しておりま

せん。  

④ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え

るため、当四半期連結会計

期間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。

 数理計算上の差異は、各

連結会計年度の発生時の従

業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（５年）に

よる定率法により按分した

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。 

 なお、在外連結子会社

については、退職金制度

がないため引当金は設定

しておりません。     

④ 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。 

 数理計算上の差異は、各

連結会計年度の発生時の従

業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（５年）に

よる定率法により按分した

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。 

 なお、在外連結子会社に

ついては、退職金制度がな

いため引当金は設定してお

りません。 

 

 
 
 
 

   

－  － 
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項目 
平成18年３月期第３四半期 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年12月31日） 

平成17年３月期第３四半期 
（自 平成16年４月１日 

  至 平成16年12月31日) 

 
（参考） 

平成17年３月期 
（自 平成16年４月1日 

  至 平成17年3月31日) 
 

 ⑤ 製品保証引当金 

当社は製品販売後の無償

サービス費用の支出に備え

るため、売上高を基準とし

て過去の実績に基づき計上

しております。 

  

⑤ 製品保証引当金 

製品販売後の無償サービ

ス費用の支出に備えるた

め、売上高を基準として過

去の実績に基づき計上して

おります。 

 

⑤  製品保証引当金 

当社は製品販売後の無償

サービス費用の支出に備える

ため、売上高を基準として過

去の実績に基づき計上してお

ります。 

（追加情報） 

当社は製品販売後の無償

サービス費用については、従

来支出時の費用として処理し

ておりましたが、海外売上高

増大とともに将来における無

償サービス費の負担額の重要

性が増してきたため、当連結

会計年度より過去の実績に基

づいて算定した見積額を製品

保証引当金に計上しておりま

す。この変更に伴い、従来の

方法によった場合に比べ、｢売

上原価｣が、154,252千円増加

するため、｢売上総利益｣、｢営

業利益｣、｢経常利益｣、｢税金

等調整前当期純利益｣がそれぞ

れ同額減少しております。 

 

 (5) 重要な外貨建の資産又は負

債の本邦通貨への換算基準

 外貨建金銭債権債務は、

四半期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、四半期連結

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

は資本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又は  

債の本邦通貨への換算基準

同左 

(5) 重要な外貨建の資産又は負

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、換算差額は資

本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 

 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、当

社及び国内連結子会社にお

いては通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理

により、在外連結子会社に

おいては所在国の会計処理

基準によっております。 

(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) 消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は税

抜方式によっております。

(7) 消費税等の会計処理 

同左 

(7) 消費税等の会計処理 

同左 

    

－  － 
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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の変更 

平成18年３月期第３四半期 
（平成17年12月31日） 

平成17年３月期第３四半期 
（平成16年12月31日） 

（参考） 
平成17年３月期 

（平成17年３月31日） 

 （固定資産の減損に係る会計基準） 

  固定資産の減損に係る会計基準(「固定

資産の減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9

日))および(固定資産の減損に係る会計基

準の適用指針第6号 平成15年10月31日)を

適用しております。これにより税金等調整

前四半期損失は396,205千円増加しており

ます。 

   なお、減損損失累計額については、改

正後の連結財務諸表規則に基づき各資産の

金額から直接控除しております。 

――――――       ―――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－  － 
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 注記事項 

（四半期連結貸借対照表関係） 

平成18年３月期第３四半期 
（平成17年12月31日） 

平成17年３月期第３四半期 
（平成16年12月31日） 

（参考） 
平成17年３月期 

（平成17年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 
 

 4,660,047千円
  

 
 4,019,697千円

  

 
 4,192,128千円

  
２．受取手形割引高 ２．受取手形割引高 ２．受取手形割引高 
 

 291,625千円
  

 
 1,960,856千円

  

 
 1,224,370千円

  
※３．担保に提供している資産及びこれに対

応する債務は次のとおりであります。 

※３．担保に提供している資産及びこれに対

応する債務は次のとおりであります。 

※３．担保に提供している資産及びこれに対

応する債務は次のとおりであります。 

担保提供資産 担保提供資産 担保提供資産 
 

現金及び預金 1,259,942千円 

売掛金 535,815千円 

建物及び構築物  2,678,313千円 

 (151,586千円) 

土地 2,068,884千円 

 (121,320千円) 

有形固定資産「その他」 35,671千円 

  (35,671千円) 

投資有価証券 612,353千円 

計 7,190,980千円  

 (308,578千円) 
  

 
現金及び預金  1,259,927千円  

建物及び構築物  2,806,078千円  

 (159,783千円)  

土地  2,465,090千円  

 (121,320千円)  

有形固定資産「その他」  52,375千円  

 (52,375千円)  

投資有価証券   488,249千円  

計  7,071,720千円  

 (333,478千円)  
  

 
現金及び預金 1,259,926千円

建物及び構築物 2,811,273千円

 (158,782千円)

土地 2,465,090千円

 (121,320千円)

有形固定資産「その他」 45,748千円

 (45,748千円)

投資有価証券 498,281千円

計  7,080,319千円

 (325,851千円)
  

上記のうち（ ）内書は、工場財団の担

保に供している資産であります。 

上記のうち（ ）内書は、工場財団の担

保に供している資産であります。 

上記のうち（ ）内書は、工場財団の担

保に供している資産であります。 

上記に対応する債務 上記に対応する債務 上記に対応する債務 

 
短期借入金 3,953,178千円 

長期借入金 764,000千円 

計 4,717,178千円 
  

 
短期借入金 4,788,888千円

長期借入金 1,009,370千円

計 5,798,258千円
 

 
短期借入金 2,701,713千円 

長期借入金 939,125千円 

計 3,640,838千円 
  

４．  ──────   ４．  ────── ４．売上債権流動化に伴う遡及義務 

受取手形  707,450千円

 

５. 平成14年７月に発行した2006年満期円

貨建転換社債型新株予約権付社債の償還 

５.    ────── ５. 運転資金の効率的な調達を行うため株式

会社東京都民銀行他６行と貸出コミット

期限が平成18年9月30日となっている  

 ことから、同社債償還のバックアップラ 

インとして、平成17年9月30日付けで、 

株式会社東京都民銀行他16行と総額

2,200,000千円の貸出コミットメントライ

ン契約を締結しています。 

 

 なお、当四半期連結会計期間末におけ

る借入実行残高はありません。 

 

 メントライン契約を締結しています。 

 当連結会計年度末における借入未実行

残高等は次のとおりであります。 

貸出コミットメント   

の総額 

1,600,000千円 

借入実行残高 300,000千円 

借入未実行残高  1,300,000千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－  － 
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（四半期連結損益計算書関係） 

平成18年３月期第３四半期 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年12月31日) 

平成17年３月期第３四半期 
（自 平成16年４月１日 

  至 平成16年12月31日) 

（参考） 
平成17年３月期 

(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な

費目と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

目と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

費目と金額は次のとおりであります。 

 
給料手当 444,824千円

賞与引当金繰入額 35,063千円

退職給付費用 26,851千円

減価償却費 81,078千円

研究開発費 982,620千円

  

 
給料手当 402,391千円

賞与引当金繰入額 26,903千円

退職給付費用 20,827千円

減価償却費 46,299千円

研究開発費 681,707千円

 

 
給料手当 559,323千円

賞与引当金繰入額 45,534千円

役員賞与引当金繰入額 25,000千円

退職給付費用 24,078千円

減価償却費 70,251千円

研究開発費 754,157千円

  
※２．特別利益のうち主要なもの ※２．特別利益のうち主要なもの ※２． ────── 

 
賞与引当金戻入益 28,789千円 

  

 
貸倒引当金戻入益 5,218千円

  

 
 

  
※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 

 
固定資産売却損   

(車両運搬具) 

 

33千円 

  

 
固定資産売却損   

(機械及び装置) 

       

60,509千円

 

 
固定資産売却損   

(機械及び装置) 

      

 60,703千円

   
固定資産除却損   

(建物及び構築物) 

(車両運搬具) 

 

  17,974千円

  11千円 

  

 
役員退職慰労金 19,625千円

リース契約解約損 14,184千円

 

 
固定資産除却損   

(工具器具及び備品)

    

 176千円

  

 
減損損失    396,205千円 

  

   
 

  
 なお、減損損失を把握するにあたって

は、生産設備、販売管理設備、賃貸設備

(賃貸物件ごと)、遊休設備にグルーピング

して実施しております。 

京都府京都市に所有する土地は、近年の 

地価下落により帳簿価額を現時点での不動

産鑑定評価に基づく正味売却価額(256,990

千円)まで減額し、345,351千円の減損損失

を計上しております。 

三重県津市に所有する土地は、現在遊休

資産になっているため、帳簿価額を現時点

での路線価に基づく正味売却価額(10,725

千円)まで減額し、50,854千円の減損損失

を計上しております。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－  － 
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（セグメント情報） 

 【事業の種類別セグメント情報】 

平成18年３月期第３四半期（自平成17年４月１日 至平成17年12月31日）、平成17年３月期第３四半期

（自平成16年４月１日 至平成16年12月31日）及び前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年

３月31日） 

 全セグメントの売上高の合計、営業利益および全セグメントの資産の金額の合計額に占める「半導体

製造装置の製造販売および保守サービス」の割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略してお

ります。 

 

 【所在地別セグメント情報】 

平成18年３月期第３四半期（自平成17年４月１日 至平成17年12月31日）、平成17年３月期第３四半期

（自平成16年４月１日 至平成16年12月31日）及び前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年

３月31日） 

 全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいず

れも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

 【海外売上高】 

平成18年３月期第３四半期 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年12月31日)  

北米 アジア その他地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 520,444 5,198,819 28,382 5,747,646 

Ⅱ 連結売上高（千円）    8,550,554 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に

占める割合（％） 
6.1 60.8 0.3 67.2 

 

平成17年３月期第３四半期 
（自 平成16年４月１日 

  至 平成16年12月31日)  

北米 アジア その他地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 7,987 13,247,734 15,445 13,271,166 

Ⅱ 連結売上高（千円）    16,033,105 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に

占める割合（％） 
0.1 82.6 0.1 82.8 

 

（参考） 
平成17年３月期 

(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日)  

北米 アジア その他地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 13,496 16,440,916 19,448 16,473,861 

Ⅱ 連結売上高（千円）    21,271,348 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に

占める割合（％） 
0.1 77.2 0.1 77.4 

 （注）１．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。 

２．国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

３．各区分に属する主な国又は地域 

(1)北米…………米国 

(2)アジア………台湾、韓国、中国、シンガポール 

－  － 
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４．生産・受注及び販売の状況 
(1)生産実績 

 当四半期連結会計期間の生産実績を事業の品目別に示すと、次のとおりであります。 

平成18年３月期第３四半期 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年12月31日) 

平成17年３月期第３四半期 
（自 平成16年４月１日 

  至 平成16年12月31日) 

（参考） 
平成17年３月期 

(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 品目 

金額(千円) 
構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比

(％)

半導体ウエーハ洗浄装置 5,670,004 70.0 15,654,935 89.6 19,658,922 88.1

その他装置 1,350,191 16.7 419,205 2.4 885,049 4.0

部品・保守 1,076,372 13.3 1,406,687 8.0 1,759,323 7.9

合計 8,096,568 100.0 17,480,827 100.0 22,303,294 100.0

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2)受注状況 

 当四半期連結会計期間の受注状況を事業の品目別に示すと、次のとおりであります。 

平成18年３月期第３四半期 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年12月31日) 

平成17年３月期第３四半期 
（自 平成16年４月１日 

  至 平成16年12月31日) 

（参考） 
平成17年３月期 

(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

品目 

受注高（千円） 受注残高（千円） 受注高（千円） 受注残高（千円） 受注高（千円） 受注残高（千円）

半導体ウエーハ洗浄装置 8,571,816 5,810,577 9,176,872 6,227,906 11,036,514 3,311,060

その他装置 1,350,506 1,206,800 15,732 408,400 895,626 1,185,104

部品・保守 918,857 310,770 1,276,520 480,563 1,695,881 541,358

合計 10,841,180 7,328,147 10,469,125 7,116,869 13,628,021 5,037,522

 （注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(3)販売実績 

 当四半期連結会計期間の販売実績を事業の品目別に示すと、次のとおりであります。 

平成18年３月期第３四半期 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年12月31日) 

平成17年３月期第３四半期 
（自 平成16年４月１日 

  至 平成16年12月31日) 

（参考） 
平成17年３月期 

(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

品目 

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

半導体ウエーハ洗浄装置 6,072,299 71.1 14,592,333 91.0 19,368,820 91.1

その他装置 1,328,810 15.5 346,132 2.2 449,322 2.1

部品・保守 1,149,445 13.4 1,094,639 6.8 1,453,206 6.8

合計 8,550,554 100.0 16,033,105 100.0 21,271,348 100.0

（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．平成18年３月期第３四半期および平成17年３月期第３四半期の主な相手先別の販売実績および当該販売

実績の総販売実績に対する割合は次のとおりです。 

平成18年３月期第３四半期 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年12月31日) 

平成17年３月期第３四半期 
（自 平成16年４月１日 

  至 平成16年12月31日) 相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

岩谷産業株式会社 2,246,561 26.3 7,139,961 44.5 

日本サムスン株式会社 1,831,259 21.4 2,576,309 16.1 

エルジージャパン株式会社 896,400 10.5 － － 

株式会社ﾊｲﾆｯｸｽ･ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ － － 3,213,660 20.0 

（注）岩谷産業株式会社、日本サムスン株式会社およびエルジージャパン株式会社は商社であり、岩谷産業株式会社を通じて主にHE 

JIAN TECHNOLOGY CO.,LTD、United Microelectronics Corporationへ、日本サムスン株式会社を通じて主にSamsung Electronics 

CO.,LTDへ、エルジージャパン株式会社を通じてLG.PHILIPS LCD CO.,LTDへ納入しております。(なお、株式会社ハイニックスセ

ミコンダクター･ジャパンに対する当四半期連結会計期間の販売実績は、総販売実績の10％未満のため記載しておりません。) 

 

－ 17 － 

 



 

平成１８年３月期 第３四半期財務・業績の概況（個別）   
          平成18年１月31日 

会 社 名 エス・イー・エス株式会社   

（ＵＲＬ http://www.ses-corp.co.jp/jp/koukoku/）              (ＪＡＳＤＡＱ・コード番号：６２９０）

問合せ先  代表者役職・氏名 代表取締役社長 柴垣 喜造 

問合せ先  責任者役職・氏名 専 務 取 締 役 北島 文雄 

                ＴＥＬ：（０４２）５８０－０８７３ 

                      中間配当制度の有無    有 

        単元株制度採用の有無 有(１単元100株) 

１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

 ①会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 無 

 ②最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

    

 
２. 平成18年3月期第3四半期財務・業績の概況（平成17年４月１日～平成17年12月31日） 

(1)経営成績（個別）の進捗状況 （金額の表示：百万円未満切捨）

 売上高 営業利益 経常利益 
四半期（当期）
純 利 益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年3月期第3四半期累計 6,726 (△53.3) △1,401 (    －) △1,519 (    －) △1,968 (   －)

17年3月期第3四半期累計 14,409 (    －) 1,723 (    －) 1,564 (    －) 1,094 (   －)

（参考）17年3月期 18,506 (    －) 2,032 (    －) 1,824 (    －) 1,386 (   －)

 
 

１株当たり四半期 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株 
当 た り 四 半 期 
（ 当 期 ） 純 利 益 

 円 銭 円 銭

18年3月期第3四半期累計 △91 67 － －

17年3月期第3四半期累計 57 00 41 38

（参考）17年3月期 71 42 52 41

（注）①期中平均株式数 18年3月期第3四半期 21,476,366株 17年3月期第3四半期 19,203,053株 (参考)17年3月期 19,413,709株 

②売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率 

③平成16年3月期は、決算期変更に伴い6ヶ月決算となったため平成17年3月期第3四半期の対前年第3四半期増減率は表示し

ておりません。 

 

 (2)財政状態（個別）の変動状況 
 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

  百万円 百万円 ％ 円 銭

18年3月期第3四半期 21,124  7,219  34.2  334 42 

17年3月期第3四半期 23,862  7,652  32.1  396 77 

（参考）17年3月期 22,137  9,139  41.3  428 21 

（注）①期末発行済株式数 18年3月期第3四半期 21,587,984株 17年3月期第3四半期 19,287,016株 (参考)17年3月期 21,343,118株 

   ②期末自己株式数  18年3月期第3四半期   38,778株 17年3月期第3四半期     36,539株 (参考)17年3月期   38,362株 

 

３．18年３月期の業績予想（平成17年４月１日～平成18年３月31日） 

１株当たり年間配当金 
 売上高 経常利益 当期純利益 

期末  

  百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭

通 期 11,160 △770 △1,230 0 00 0 00 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）     △56円98銭 

※業績予測は、本資料発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれておりますので、今後 

 経済情勢・市場の変動等に関わるリスクや不確定要因により、実際の業績は予測数値と異なる可能性があります。 

 

－  － 
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４.（要約）財務諸表等 

(1)（要約）貸借対照表 

 
平成18年３月期 
第 ３ 四 半 期 

（平成17年12月31日） 

平成17年３月期 
第 ３ 四 半 期 

（平成16年12月31日） 
増減 

（参考） 
平成17年３月期 

（平成17年３月31日） 科目 

 金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（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  6,419,948 7,182,909  6,611,633

２．受取手形  829,419 858,290  436,317

３．売掛金  3,259,872 5,424,156  4,539,721

４．棚卸資産  3,625,780 3,077,860  3,038,308

５．繰延税金資産  102,736 102,560  163,742

６．その他  208,329 179,195  136,719

流動資産合計  14,446,087 68.4 16,824,972 70.5 △2,378,884 14,926,442 67.4

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

(1)建物  2,471,115 2,605,634  2,614,155

(2)土地  1,654,076 2,050,282  2,050,282

(3)その他  943,523 995,188  1,072,544

有形固定資産合計  5,068,715 24.0 5,651,105 23.7 △582,389 5,736,981 25.9

２．無形固定資産  74,771 0.4 52,335 0.2 22,435 110,271 0.5

３．投資その他の資産   

(1)投資有価証券  1,127,878 949,052  976,614

(2)その他  428,473 408,934  413,657

貸倒引当金  △29,311 △31,850  △31,400

投資その他の資産合計  1,527,040 7.2 1,326,137 5.6 200,903 1,358,872 6.2

固定資産合計  6,670,527 31.6 7,029,577 29.5 △359,049 7,206,125 32.6

Ⅲ 繰延資産   

１．社債発行費  8,229 8,057  4,966

繰延資産合計  8,229 0.0 8,057 0.0 171 4,966 0.0

資産合計  21,124,844 100.0 23,862,607 100.0 △2,737,763 22,137,535 100.0

   

－  － 
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平成18年３月期 
第 ３ 四 半 期 

（平成17年12月31日） 

平成17年３月期  
第 ３ 四 半 期 

（平成16年12月31日） 
増減 

（参考） 
平成17年３月期 

（平成17年３月31日） 
科目 

 金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．支払手形  2,176,946 3,451,539  3,381,114

２．買掛金  995,727 1,485,534  1,131,656

３．短期借入金  5,228,808 4,944,808  2,889,908

４．１年内償還予定社債  2,371,000 －  －

５．未払法人税等  13,552 34,655  49,174

６．賞与引当金  82,843 89,900  200,169

７．役員賞与引当金  － －  25,000

８．製品保証引当金  11,885 123,162  154,252

９．その他  408,812 635,107  839,698

流動負債合計  11,289,575 53.4 10,764,707 45.1 524,867 8,670,975 39.2

Ⅱ 固定負債   

１．社債    970,000 4,291,000  3,111,000

２．長期借入金  1,389,000 1,060,000  1,061,000

３．退職給付引当金  111,977 33,893  50,641

４．繰延税金負債  125,313 40,964  84,927

５．その他  19,600 19,600  19,600

固定負債合計  2,615,891 12.4 5,445,457 22.8 △2,829,566 4,327,168 19.5

負債合計  13,905,466 65.8 16,210,165 67.9 △2,304,698 12,998,144 58.7

   

（資本の部）   

Ⅰ 資本金  6,574,428 31.1 5,949,428 24.9 625,000 6,509,428 29.5

Ⅱ 資本剰余金   

 １．資本準備金  1,080,173 455,173  1,015,173

資本剰余金合計  1,080,173 5.1 455,173 1.9 625,000 1,015,173 4.6

Ⅲ 利益剰余金   

 １．利益準備金  36,300 19,200  19,200

 ２．四半期(当期)未処分
利益又は損失（△） 

 △694,499 1,170,121  1,461,985

利益剰余金合計  △658,198 △3.1 1,189,322 4.9 △1,847,521 1,481,186 6.7

Ⅳ その他有価証券評価差
額金 

 233,268 1.1 67,404 0.4 165,863 143,648 0.5

Ⅴ 自己株式  △10,294 △0.0 △8,886 △0.0 △1,407 △10,046 △0.0

資本合計  7,219,377 34.2 7,652,442 32.1 △433,064 9,139,391 41.3

負債資本合計  21,124,844 100.0 23,862,607 100.0 △2,737,763 22,137,535 100.0

   

 

－  － 
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(2)（要約）損益計算書 

 

平成18年３月期 
第 ３ 四 半 期 

（自 平成17年４月１日
     至 平成17年12月31日）

平成17年３月期 
第 ３ 四 半 期 

(自 平成16年４月１日
 至 平成16年12月31日)

増減 

（参考） 
平成17年３月期 

(自 平成16年4月1日 
  至 平成17年3月31日) 科目 

 金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円） 金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  6,726,182 100.0 14,409,509 100.0 △7,683,327 18,506,261 100.0

Ⅱ 売上原価  6,154,632 91.5 10,685,958 74.2 △4,531,325 13,766,391 74.4

売上総利益 571,549 8.5 3,723,551 25.8 △3,152,001 4,739,870 25.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,973,538 29.3 2,000,305 13.8 △26,767 2,707,098 14.6

営業利益又は損失
（△） 

△1,401,988 △20.8 1,723,246 12.0 △3,125,234 2,032,771 11.0

Ⅳ 営業外収益  59,183 0.9 68,929 0.5 △9,746 97,390 0.6

Ⅴ 営業外費用  176,700 2.6 227,984 1.6 △51,283 306,136 1.7

経常利益又は損失
（△） 

△1,519,505 △22.5 1,564,191 10.9 △3,083,696 1,824,025 9.9

Ⅵ 特別利益  29,436 0.4 5,224 0.0 24,211 5,680 0.0

Ⅶ 特別損失  425,228 6.3 95,368 0.7 329,859 129,461 0.7

税引前四半期(当期)純
利益又は損失（△） 

△1,915,296 △28.4 1,474,047 10.2 △3,389,343 1,700,244 9.2

法人税、住民税及び事
業税 

13,552 0.2 10,370 0.1 3,182 14,230 0.1

法人税等調整額 39,791 0.6 369,076 2.5 △329,284 299,549 1.6

四半期(当期)純利益又
は損失（△） 

△1,968,640 △29.2 1,094,600 7.6 △3,063,241 1,386,465 7.5

前期繰越利益 1,274,140 224,031  224,031

中間配当額 － 135,009  135,009

中間配当に伴う利益準
備金積立額 

－ 13,500  13,500

四半期(当期)未処分利
益又は損失（△） 

△694,499 1,170,121  1,461,985

    

 

－  － 
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平成１８年３月期第３四半期決算に関する補足資料 

 平成18年１月31日

 エス・イー・エス株式会社

 東京都国立市東１-４-13大和国立ビル

 

１．最近における四半期毎の業績の推移（連結） 
平成18年３月期    

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期  

平成17年4月～平成17年6月 平成17年7月～平成17年9月 平成17年10月～平成17年12月 平成18年1月～平成18年3月

  百万円 百万円 百万円 百万円

売 上 高 3,034 3,637 1,878  －

売 上 総 利 益 209 475 177  －

営 業 利 益 △560 △654 △560  －

経 常 利 益 △617 △718 △614  －

税金等調整前当期純利益 △589 △1,143  △613  －

当 期 純 利 益 △611 △1,080 △527  －

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

１株当たり当期純利益 △28 66 △56 06 △24 46 － －

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 － － － － － － － －

  百万円 百万円 百万円 百万円

総 資 産 23,990 22,461 23,717  －

株 主 資 本 8,558 7,585 7,108  －

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

１株当たり株主資本 398 19 351 36 329 26 － －

 

平成17年３月期  

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期  

平成16年4月～平成16年6月 平成16年7月～平成16年9月 平成16年10月～平成16年12月 平成17年1月～平成17年3月

  百万円 百万円 百万円 百万円

売 上 高 4,964 6,294 4,773  5,238

売 上 総 利 益 1,120 1,771 1,192  1,212

営 業 利 益 379 832 498  542

経 常 利 益 288 779 429  466

税金等調整前当期純利益 260 719 429  433

当 期 純 利 益 146 437 444  416

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

１株当たり当期純利益 7 69 22 69 23 04 20 80

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 5 53 16 54 16 80 15 76

  百万円 百万円 百万円 百万円

総 資 産 25,563 26,951 27,347  25,418

株 主 資 本 6,926 7,343 7,661  9,271

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

１株当たり株主資本 359 47 380 73 397 25 434 41

－ 22 － 

 



 

２．最近における四半期毎の業績の推移(単独) 

平成18年３月期    

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期  

平成17年4月～平成17年6月 平成17年7月～平成17年9月 平成17年10月～平成17年12月 平成18年1月～平成18年3月

  百万円 百万円 百万円 百万円

売 上 高 2,079 2,882 1,764  －

売 上 総 利 益 15 319 236  －

営 業 利 益 △628 △419 △353  －

経 常 利 益 △666 △458 △394  －

税 引 前 当 期 純 利 益 △638 △882 △393  －

当 期 純 利 益 △643 △927 △397  －

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

１株当たり当期純利益 △30 13 △48 12 △18 42 － －

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 － － － － － － － －

  百万円 百万円 百万円 百万円

総 資 産 20,324 20,028 21,124  －

株 主 資 本 8,390 7,565 7,219  －

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

１株当たり株主資本 390 37 350 43 334 42 － －

 

平成17年３月期  

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期  

平成16年4月～平成16年6月 平成16年7月～平成16年9月 平成16年10月～平成16年12月 平成17年1月～平成17年3月

  百万円 百万円 百万円  百万円

売 上 高 4,792 5,211 4,405  4,096 

売 上 総 利 益 1,115 1,416 1,191  1,016 

営 業 利 益 451 675 596  309 

経 常 利 益 414 611 538  259 

税 引 前 当 期 純 利 益 385 550 538  226 

当 期 純 利 益 225 370 498  291 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

１株当たり当期純利益 11 85 19 24 25 83 14 56

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 8 52 14 02 18 83 11 03

  百万円 百万円 百万円  百万円

総 資 産 23,125 23,457 23,862  22,137 

株 主 資 本 6,932 7,281 7,652  9,139 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

１株当たり株主資本 359 79 377 53 396 77 428 21

 
 

－ 23 － 

 



３．四半期ごとの受注推移 

①（前連結）        （単位：百万円未満切捨）

平成16年6月(第1四半期) 平成16年9月(第2四半期) 平成16年12月(第3四半期) 平成17年3月(第4四半期) 期首 

残高 売上高 受注高 受注残 売上高 受注高 受注残 売上高 受注高 受注残 売上高 受注高 受注残

半導体ウエーハ洗浄装置 11,643 4,581 2,975 10,037 5,882 4,461 8,616 4,128 1,740 6,227 4,776 1,859 3,311

その他装置 738 83 152 807 51 145 902 211 △282 408 103 879 1,185

修理・部品 298 299 647 646 360 292 578 434 336 480 358 419 541

計 12,680 4,964 3,775 11,491 6,294 4,899 10,096 4,773 1,793 7,116 5,238 3,158 5,037

 

受注高内訳  （単位：百万円未満切捨）

 平成16年6月(第1四半期) 平成16年9月(第2四半期) 平成16年12月(第3四半期) 平成17年3月(第4四半期)

新規受注 3,778 5,006 4,137 3,508 

受注取り消し △3 △106 △2,343 △350 

受注高 3,775 4,899 1,793 3,158 

 

 

②（当連結）        （単位：百万円未満切捨）

平成17年6月(第1四半期) 平成17年9月(第2四半期) 平成17年12月(第3四半期) 平成18年3月(第4四半期) 期首 

残高 売上高 受注高 受注残 売上高 受注高 受注残 売上高 受注高 受注残 売上高 受注高 受注残

半導体ウエーハ洗浄装置 3,311 1,622 2,289 3,977 2,959 3,487 4,506 1,489 2,794 5,810 － － －

その他装置 1,185 980 915 1,120 291 325 1,153 56 109 1,206 － － －

修理・部品 541 431 227 337 385 360 312 332 330 310 － － －

計 5,037 3,034 3,432 5,435 3,637 4,173 5,972 1,878 3,234 7,328 － － －

 

受注高内訳  （単位：百万円未満切捨）

 平成17年6月(第1四半期) 平成17年9月(第2四半期) 平成17年12月(第3四半期) 平成18年3月(第4四半期)

新規受注 3,520 4,174 3,235 － 

受注取り消し △87 △0 △0 － 

受注高 3,432 4,173 3,234 － 

 

③（前単独）        （単位：百万円未満切捨）

平成16年6月(第1四半期) 平成16年9月(第2四半期) 平成16年12月(第3四半期) 平成17年3月(第4四半期) 期首 

残高 売上高 受注高 受注残 売上高 受注高 受注残 売上高 受注高 受注残 売上高 受注高 受注残

半導体ウエーハ洗浄装置 10,884 4,620 2,632 8,897 5,037 3,970 7,830 4,049 1,576 5,357 3,782 1,398 2,973

その他装置 376 23 49 402 4 62 460 41 △302 117 61 75 131

修理・部品 380 149 336 568 169 131 531 314 292 508 252 233 489

計 11,642 4,792 3,019 9,868 5,211 4,164 8,822 4,405 1,566 5,983 4,096 1,708 3,595

 

受注高内訳  （単位：百万円未満切捨）

 平成16年6月(第1四半期) 平成16年9月(第2四半期) 平成16年12月(第3四半期) 平成17年3月(第4四半期)

新規受注 3,022 4,271 3,910 2,058 

受注取り消し △3 △106 △2,343 △350 

受注高 3,019 4,164 1,566 1,708 

 

 

－ 24 － 

 



 

④（当単独）        （単位：百万円未満切捨）

平成17年6月(第1四半期) 平成17年9月(第2四半期) 平成17年12月(第3四半期) 平成18年3月(第4四半期) 期首 

残高 売上高 受注高 受注残 売上高 受注高 受注残 売上高 受注高 受注残 売上高 受注高 受注残

半導体ウエーハ洗浄装置 2,973 1,621 2,237 3,589 2,523 2,951 4,018 1,479 3,238 5,777 － － －

その他装置 131 84 4 52 56 224 220 19 71 271 － － －

修理・部品 489 373 213 329 302 279 306 264 250 293 － － －

計 3,595 2,079 2,455 3,971 2,882 3,456 4,545 1,764 3,560 6,341 － － －

 

受注高内訳  （単位：百万円未満切捨）

 平成17年6月(第1四半期) 平成17年9月(第2四半期) 平成17年12月(第3四半期) 平成18年3月(第4四半期)

新規受注 2,543 3,456 3,561 － 

受注取り消し △87 △0 △0 － 

受注高 2,455 3,456 3,560 － 

 

 

４．第２８期第３四半期 地域別・装置別・ウエーハサイズ別受注残高（単独） 

①（地域別）   （単位：百万円未満切捨）

 日本 韓国 台湾 中国 その他 計 

受注残高 1,794 3,612 700 218 17 6,341

 
②（装置別）   （単位：百万円未満切捨）

 多槽式 単槽式 枚葉式 その他 計 

受注残高 5,455 0 518 368 6,341

 
③（ウエーハサイズ別）  （単位：百万円未満切捨）

 300mm 200mm その他 計 

受注残高 4,833 833 675 6,341

 
５．受注残高出荷予定（単独）   （単位：百万円未満切捨）

2006年3月期   

2006年1月～3月出荷 2006年4月～6月出荷 2006年7月以降 
計 

受注残高 5,646 495 200 6,341

 

 

－ 25 － 
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