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１．18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

(1）連結経営成績 （金額の表示：百万円未満切捨）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 13,894 (△34.7) △1,092 (　－　) △1,300 (　－　)

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

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年３月期 △1,592 (－) △74 04 － － △18.7 △5.1 △9.4

17年３月期 1,445 (－) 74 44 54 63 18.2 8.0 9.2

（注）①持分法投資損益 18年３月期 －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           21,503,885株 17年３月期 19,413,709株

　　　③平成16年３月期は、決算期の変更に伴い６ヶ月決算となったため平成17年３月期の対前期増減率は表示しており

　　　　ません。

 ④会計処理の方法の変更 有

(2）連結財政状態  

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 25,659 7,749 30.2 358 98

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           21,587,944株 17年３月期 21,343,118株

(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

18年３月期 △1,539 △208 2,222 5,876

17年３月期 1,975 △67 △1,249 5,403

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 4社 持分法適用非連結子会社 0社 持分法適用関連会社数 0社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） 0社 （除外） 0社 持分法（新規） 0社 （除外） 0社

２．19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19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

中間期 10,750 710 700

通　期 21,500 1,540 1,520

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　70円41銭

※　業績予想には、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、今後の

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、実際の業績は予想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（当社及び当社の関係会社）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・販売は当社およびエス・イー・テクノ㈱が行っております。

  エス・イー・エス　エクシード㈱は特定労働者派遣業として、当社に人員を派遣しております。

　台湾市場における販売支援および保守サービスはS.E.S.INTERNATIONAL TAIWAN INC.、中国市場における販売支援およ

び保守支援サービスは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。
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２．経営方針
(1）経営の基本方針
  当社グループは、「創意工夫を常に絶やさず、限りなき可能性に挑戦し、情熱と行動力をもって会社の繁栄を図り、
お客様に満足していただき、社員に生きがいと夢を与え、より高い株主還元に努め、業務を通じて豊かな社会の実現
に貢献する」ことを基本理念とし、その理念の実践を目指すべく企業経営を行っております。
　当社グループの主な顧客である半導体メーカーは、半導体の市場動向、設備稼働率、マクロ経済の環境など様々な
要因を考慮し設備投資活動を決定しておりますが、それら顧客先で生じている合従連衡により顧客の急速な集約化が
進んでいるため、半導体製造設備投資は大規模かつ集中的に行われる傾向があり、シリコンサイクルとよばれる大き
な山と深い谷が出現することとなります。
　当社グループの直面する外的な経営環境は、このような理由により激しく変動するものであり、また変動自体から
逃れることは極めて困難であります。
　しかし、創業以来培ってきた堅実なる“モノヅクリ”の精神と情熱を抱きつつ、様々なステークホルダーのご協力
をいただいてそれにお応えするための経営努力をする。この基本理念を忠実に実現することが、リスクを乗り越えて
熾烈な競争環境を勝ち抜き、企業を継続的かつ健全に成長させ、結果として社会に寄与する最良の方法であると考え
ております。

(2）利益配分に関する基本方針
  当社の利益配分は、企業価値の最大化を第一義優先事項とし、そのために必要となる研究開発活動や設備投資など
企業基盤の構築を図った上で、利益を安定的に還元することを基本方針としております。
　したがって、今後も継続的な収益力の向上や企業成長のための施策を十分に検討した上で、可能な限り株主還元を
実施していく所存であります。

(3）投資単位の引下げに対する考え方および方針
  当社は、当社に対する潜在的な投資家層の拡大および市場における当社株式の流動性の向上によって、市場におい
て当社株式の公正な価格形成がなされるものと考えております。そのため、平成13年2月には、投資単位を1,000株か
ら100株へと引き下げ、当社株式の流動性の確保を図りました。
　今後におきましても、投資家のニーズや株式市況等を総合判断し、適宜実施して行きたいと考えております。

(4）中長期的な会社の経営戦略および対処すべき課題
  半導体製造の歴史は技術革新の歴史であり、常に時代の最先端の技術が要求されております。しかし、その中にあっ
て、当社グループは半導体製品の技術革新に応えるに十分な装置を提供することで企業としての成長を続け、半導体
業界の進歩に貢献してまいりました。また、その一方で、半導体製品の技術革新はそれを製造するための半導体製造
装置の需要の大きな変動を引き起こし、当社グループの経営環境にも少なからぬ影響を与えております。したがって、
技術革新によってもたらされる「振幅」を克服して企業経営の安定化を図り、同時に企業を中長期的に「成長」させ
るための技術革新を継続的に成功させ続けることが当社グループにとっての経営上重要な課題となります。
　そのため、当社グループでは研究開発に注力をし、次世代向け装置の開発および製品ポートフォーリオの拡充によ
る売上の多様化に努めております。特に、当連結会計年度においては、半導体の微細化や新材料の使用などに対応す
るため、 ①ウエーハの端面洗浄(ベベル洗浄)、ウエーハの裏面洗浄、レジスト残渣等の有機物(ポリマー)除去等各用
途向けに枚葉式洗浄装置の機能強化を進め、②バッチ式乾燥機ＭＭＤｓの技術を応用した枚葉式ＩＰＡマイクロミス
トドライヤーのＮＭＤ(Ｎａｎｏ　Ｍｉｓｔ　Ｄｒｙｅｒ）の開発を行い、次期に向けて商品ラインアップの充実を図
りました。
　販売面においては、顧客先の集約化が進む中、既存顧客からのリピートオーダーの確保と新規の顧客の獲得による
顧客ベースの拡大が安定的な企業経営と企業の成長を両立させるために重要であると認識しております。当社グルー
プの場合、日本やアジアを代表する半導体メーカーが主要な顧客となっており、当連結会計年度において国内外のア
フターサービスをフィールドサービス事業部として集約し技術サポートを充実させることで、従前からの顧客とのリ
レーションの強化を図り、そこで築き上げた信頼を武器に新規顧客獲得を実現させていく所存で、その一つの成果と
して、当連結会計年度の第4四半期においては、中国国内の他の大手企業の新規開拓にも成功し、多額の新規受注を確
保することができました。
　生産体制についても、顧客からの短納期要請が強まる中、マニュアル化の徹底等によるリードタイムの短縮化とコ
スト競争力強化を行い、半導体メーカーによる設備投資が落ち込んだときでも、利益を生み出せる経営基盤の確立を
目指してまいる所存であります。

(5）親会社に関する事項 
  該当事項はありません。

(6）内部管理体制の整備および運用状況
  コーポレートガバナンスに関する報告書を御参照下さい。
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３．経営成績および財政状態
(1）経営成績

①業績について

  当連結会計年度における半導体業界におきましては、当初は半導体製品の価格下落と在庫調整のため設備投資計

画の先送りや値下げ要求などが続き、半導体製造装置メーカーにとっては厳しい状況が継続しておりました。しか

し、昨年の夏以降は、在庫調整も終盤を迎え、半導体メーカー各社による大型投資案件着手の機運が高まってまい

りました。

　この様な中で当社グループの受注面では、連結子会社エス・イー・テクノ株式会社で製造・販売している太陽電

池向け設備投資において、太陽電池向けウエーハの不足から当連結会計年度の第3四半期頃より調整の動きが見られ

たものの、前述のとおり半導体メーカーの設備投資が回復を遂げつつあり、第4四半期新規の受注は前年同期より

3,861百万円増加の7,337百万円となり（前年同期比にて110.1％増加）、当連結会計年度の新規受注高は18,300百万

円となりました（前連結会計年度は16,431百万円。単体新規受注高は、前事業年度の13,262百万円に対し、当事業

年度は16,835百万円。）。なお、納入延期依頼を受け期日が定まらないために受注取消処理をした714百万円を差し

引いたネット受注高は17,585百万円となっております（前連結会計年度は10,457万円。単体ネット受注高は、前事

業年度の13,262百万円に対し、当事業年度は16,120万円。）。その結果、当連結会計年度末の受注残高は、前連結

会計年度末の受注残高5,037百万円に対し、3,691百万円増加（前年同期比にて73.3%の増加）の8,728百万円となり

ました（単体受注残高は、前事業年度の3,595百万円に対し、当事業年度は8,684百万円。）。

　当連結会計年度末受注残高の内訳は、主要地域別では、日本向け17.6%、韓国向け25.1％、中国向け及び台湾向

け57.1％、その他0.2％となっており、製品別では、多槽式が90.6％、単槽式および枚葉式他が9.4％となっており

ます。また、納入時期別では、本年6月までが50.7％、本年9月までが44.5％、本年10月以降が4.8%となっておりま

す。

　売上高については、一部製品出荷の調整による第3四半期での一時的な売上の減少があったものの、基調としては

回復に転じてきております。しかし、第4四半期の受注物件のほとんどが次期の売上となるため、当連結会計年度に

ついては過去最高の売上高を記録した前連結会計年度の売上高21,271百万円にはいたらず、13,894百万円の売上高

となりました（単体での売上高は前事業年度の18,506百万円に対し、当事業年度は11,033百万円。）。

　損益面では、①昨年の4月から5月頃にかけて、前連結会計年度の繁忙期に納入した装置に不具合が生じ上期にそ

の対策コスト約485百万円が発生し、その影響によって5月から7月頃に一部案件の失注が生じ10月から12月の売上高

が一時伸び悩み、②加えて、顧客の製造製品の変化に対応するため、仕様の新しい装置を第2四半期に納入したこと

で研究開発的な性格の製造原価が発生するなど、一時的な減益要因が生じました。下期に入ってからは売上総利益

も回復いたしましたが、上期の減益分を取り戻すにはいたらず、通期の売上総利益は2,439百万円となりました(前

連結会計年度は売上総利益5,296百万円。単体売上総利益は、前事業年度の4,739百万円に対し、当事業年度は1,811

百万円。)。なお、不具合の要因は、一部熟練社員の離職を若年社員で補ったもののその教育が追いつかず、また派

遣社員などの管理が不十分となったことによるものでした。そのため、当社では、社員等に対する教育・管理を一

層徹底すると同時に、熟練技術者の増員などの対策を実施いたしました。

　また、営業損益については、下期において122百万円の利益に転じたものの、通年では前記理由によるものに加え

研究開発を積極的に行ったことにより1,092百万円の営業損失となりました（前連結会計年度は営業利益2,253百万

円。単体では前事業年度の2,032百万円の営業利益に対し、当事業年度は881百万円の営業損失）。研究開発費の金

額は、前連結会計年度754百万円に対し436百万円の増加の1,190百万円となり、その主な内訳は①ベベル洗浄装置な

ど各種枚葉式洗浄装置の開発、②当社のバッチ式の乾燥機ＭＭＤsの技術を導入した新型枚葉式乾燥機ＮＭＤの開発

を行ったことであります。経常損益についても、営業損益段階までの損失が響き、1,300百万円の損失計上となりま

した(前連結会計年度は経常利益1,965百万円。単体では前事業年度の1,824百万円の経常利益に対し、当事業年度

は1,025百万円の経常損失。)。なお、当連結会計年度の中間期に、特別損失として、京都府京都市および三重県津

市に所有しております土地の帳簿価額663百万円を中間期時点での正味売却価額267百万円まで減額し減損損失396百

万円の計上処理を行っております。京都市の土地については、現在株式会社サークルKサンクスに平成15年8月より、

年12百万円で20年間賃貸する契約をしておりますが、このキャッシュのインフローについては、上記正味売却価額

には反映させておりません。その結果、当連結会計年度につきましては、税金等調整前当期純損失が1,696百万円、

当期純損失は1,592百万円となりました(前連結会計年度は、税金等調整前当期純利益が1,841百万円、当期純利益

は1,445百万円。単体では、前事業年度の税引前当期純利益1,700百万円に対し、当事業年度は税引前当期純損失

1,421百万円、また単体での前事業年度の当期純利益1,386百万円に対し、当事業年度は当期純損失1,436百万円と

なっております。)。

②当連結会計年度の利益配分

  期末配当金につきましても、中間配当に引き続き、今期は無配とさせていただく予定であります。

 

－ 4 －



(2）財政状態

  当連結会計年度末の資産合計は25,659百万円となり、前連結会計年度末に対して241百万円増加しました。これは当

連結会計年度の第4四半期における受注の増加およびそれによる受注残高の増加を背景とし、棚卸資産が890百万円増

加したことなどによるものであります。

　流動負債は、支払手形及び買掛金が前連結会計年度末に比して183百万円減少しましたが、1年内償還予定社債の固

定負債からの振替による増加2,271百万円（前連結会計年度末の1年内償還予定社債120百万円、当連結会計年度末の1

年内償還予定社債2,391百万円）および短期借入金1,771百万円の増加もあり、前連結会計年度末に対して3,551百万円

増加し、14,972百万円となりました。

　固定負債は、長期借入金残高の増加447百万円ありましたが、1年内償還予定社債の流動負債への振替により2,271百

万円減少し、前連結会計年度末に対して全体で1,649百万円の減少の2,776百万円となりました。

　資本合計につきましては、新株予約権の行使により資本金および資本剰余金が合わせて130百万円増加いたしました

が、当期純損失の発生による利益剰余金の減少1,762百万円の影響が大きく、前連結会計年度末に対して、1,521百万

円減少しました。この結果、株主資本比率は、前連結会計年度末の36.5%に対して6.3%減少の30.2%となりました。

 

　キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

   当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末の5,403百万円に対して、472百万円増加の

5,876百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は下記のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

  税金等調整前当期純損失1,696百万円の発生や棚卸資産の増加626百万円によってキャッシュフローが減少したこと

により、減価償却費828百万円などのキャッシュフローの増加要因はありましたが、営業活動によるキャッシュ・フ

ローは1,539百万円の減少となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

   有形固定資産の取得等により投資活動によるキャッシュ・フローは、208百万円の減少となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　借入金の増加等により財務活動によるキャッシュ・フローは2,222百万円の増加となりました。 

 　当企業集団の主な財務指標のトレンドは下記の通りであります。

 平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期

自己資本比率（％） 27.7 36.5 30.2

時価ベースの自己資本比率（％） 38.7 49.8 49.6

流動比率（％） 131.6 152.0 122.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 19.2 9.9 －

 （注）株主資本比率　　　　　　　　　　　：株主資本/総資産

       時価ベースの株主資本比率　　　　　：株式時価総額/総資産

     流動比率　　　　　　　　　　　　　：流動資産/流動負債

　　 インタレスト・カバレッジ・レシオ　：営業キャッシュ・フロー/利息の支払額

※各指標は、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。

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しております。

※営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してお

ります。また、利息の支払額については、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

(3) 次期の見通し

  次期の見通しについては、パソコン、携帯電話およびデジタル家電の国内および海外における堅調な需要の回復

を背景とし、半導体製造メーカーによる設備投資が急速に回復していること、および、次期中に納入予定の装置の

引き合い状況が良好であり、この期末時点の受注残高も積み上がっていることから、次期の経営環境は堅調に推移

していくものと予測しております。
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また、連結対象企業であるエス・イー・テクノ株式会社につきましても、液晶やプラズマディスプレイの大型化お

よび量産化やクリーンな代替エネルギーとして需要の高まりつつある太陽電池の設備投資の回復と、また、今期中

には受注まで至らなかった投資先送り案件の復活が見込まれ、次期については堅調な見通しとなっております。

したがって、次期については、今期実施いたしました熟練社員の増強や海外子会社における立上現地スタッフの強

化による人件費の増加もありますが、受注の回復による売上の増加に加え、各工場の生産体制の十分な整備と装置

のよりいっそうのモジュール化を推進することで、信頼性の高い装置を一案件毎に製造・販売をし、堅実な利益の

積み上げを図ってまいります。

また、従来より当社で扱っておりましたバッチ式洗浄装置に加え、今期に研究開発を行いましたベベル洗浄装置や

大量生産タイプの枚葉式洗浄装置など新製品群の販売拡大を目指してまいります。

　次期の業績予想につきましては下記の通りとしつつも、グループのすべてのリソースをフル活用してこれを上回

る売上高および利益の実現を図るべく鋭意尽力をいたす所存であります。

 

次期の予想 

①　連結ベース

 売上高（百万円） 経常利益（百万円） 当期純利益（百万円）

中間期（H18/4～H18/9） 10,750 710 700

通期　（H18/4～H19/3） 21,500 1,540 1,520

②　単体ベース

 売上高（百万円） 経常利益（百万円） 当期純利益（百万円）

中間期（H18/4～H18/9） 9,000 710 700

通期　（H18/4～H19/3） 18,000 1,540 1,520

　なお、上記の業績予想に関する記載事項は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したもの

であり、今後の様々な要因により、予想と異なる結果となる可能性があります。

－ 6 －



(4）事業等のリスク

  当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性のあるリスク要因については、下記のものがあります。なお、文

中における将来に関する事項は、本資料発表日現在において、当社グループが判断したものであります。

①　半導体メーカーによる設備投資の影響

  当社グループの半導体製造装置産業は、半導体メーカーにおける設備投資の大小に直接影響を受けます。半導体

市場におきましては、世界経済の不振によって最終製品の販売が落込む場合と、長い間ユーザー・ニーズに応じた

新製品が投入されない場合には、製品販売が落込み半導体の市場規模は縮小いたします。半導体メーカーがかかる

市場規模の縮小によって設備投資を削減することが、過去に比べて大きくないという保証はなく、また、この設備

投資削減やその他の展開によって当社グループの業績・財政状態が重大な悪影響を与えられないという保証はあり

ません。

また、半導体メーカーの投資動向については、多様な情報源からの情報を収集し、それを分析して当社で予測をし

ておりますが、予期せざる市場規模の変動により、当社グループの業績・財政状態に悪影響を及ぼす可能性があり

ます。

②　特定顧客への取引集中による影響

  当社グループの売上高の大部分は、大手半導体メーカー向けでありますが、近年それら顧客の合従連衡が進んだ

ことから、当社グループの売上構成においても特定顧客の割合が高くなっております（売上高順上位10社で、当社

グループ売上高の82%を占めております。）。したがってそれらの大手半導体メーカーが設備投資計画を縮小又は変

更することによって、受注取消・納入延期等が発生し、当社グループの業績・財政状態に悪影響を及ぼす可能性が

あります。

③　研究開発による影響

  半導体産業は半導体と半導体を使用した最終製品の2つの技術革新による振幅の大きな影響を受け、一旦ユーザー

の技術革新の要求について行けないと、市場から排除され、要求に応えた企業のみが生き残るという厳しい業界で

あります。当社グループは、当社を中心として、この技術革新に遅れをとらないよう最先端の技術を創造し、新製

品を早期に市場に投入し、ユーザーのニーズに応えてまいりました。しかしながら新製品投入タイミングのズレ等

の影響により当社グループの業績・財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

④　品質に関する影響

  当社グループは、優れた最先端技術を早期に市場に投入するとともに、当社のISO9001の認証取得を含む品質保証

体制の確立に努め、納品後の万全のサービス体制を通じて、大手半導体メーカーの取引拡大に成功してきました。

しかしながら当社グループの製品は、最先端技術製品であるがゆえに、予期せぬ不具合品が生ずることにより、業

績・財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

 
 

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

 対前年比 

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
(千円)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金 ※１  6,977,720   6,886,676   

２．受取手形及び売掛金　　

　　　　　
※1,5  6,776,871   6,856,101   

３．棚卸資産   3,199,731   4,089,931   

４．繰延税金資産   236,971   195,253   

５．その他   170,015   260,944   

貸倒引当金   －   △7,312   

流動資産合計   17,361,309 68.3  18,281,594 71.2 920,284

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1)建物及び構築物 ※１ 5,215,803   5,200,892    

減価償却累計額  2,309,137 2,906,666  2,494,574 2,706,317   

(2)機械装置及び運搬具 ※１ 2,496,386   2,930,142    

減価償却累計額  1,572,590 923,795  2,017,472 912,669   

(3)工具器具及び備品 ※１ 363,970   409,817    

減価償却累計額  310,399 53,570  314,967 94,850   

(4)土地 ※１  2,465,574   2,069,368   

(5)建設仮勘定   395,008   30,854   

有形固定資産合計   6,744,614 26.6  5,814,060 22.7 △930,554

２．無形固定資産   266,142 1.0  124,487 0.5 △141,654

３．投資その他の資産         

(1)投資有価証券 ※１  613,042   774,933   

(2)繰延税金資産   40,214   48,307   

(3)その他   419,331   637,697   

貸倒引当金   △31,400   △27,811   

投資その他の資産合計   1,041,188 4.1  1,433,126 5.6 391,937

固定資産合計   8,051,946 31.7  7,371,675 28.8 △680,270

Ⅲ　繰延資産         

１．社債発行費   4,966   6,583   

繰延資産合計   4,966 0.0  6,583 0.0 1,616

資産合計   25,418,222 100.0  25,659,852 100.0 241,630
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前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

 対前年比 

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
(千円)

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形及び買掛金   5,050,063   4,866,866   

２．短期借入金 ※１  5,073,588   6,844,908   

３．未払法人税等   60,448   37,715   

４．賞与引当金   225,252   253,387   

５．役員賞与引当金   25,000   －   

６．製品保証引当金   154,252   67,331   

７．一年内償還予定社債   －   2,391,000   

８．その他   832,339   511,717   

流動負債合計   11,420,944 44.9  14,972,926 58.4 3,551,981

Ⅱ　固定負債         

１．社債   3,111,000   890,000  

２．長期借入金 ※１  1,061,000   1,508,000  

３．退職給付引当金   149,673   244,166  

４．繰延税金負債   84,927   114,488  

５．その他   19,600   19,600   

固定負債合計   4,426,200 17.4  2,776,254 10.8 △1,649,945

負債合計   15,847,145 62.3  17,749,181 69.2 1,902,036

        

（少数株主持分）        

少数株主持分   299,404 1.2  160,960 0.6 △138,444

        

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※２  6,509,428 25.6  6,574,428 25.6 65,000

Ⅱ　資本剰余金   1,015,173 4.0  1,080,173 4.2 65,000

Ⅲ　利益剰余金   1,619,319 6.3  △143,487 △0.5 △1,762,807

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  143,648 0.6  239,570 0.9 95,921

Ⅴ　為替換算調整勘定   △5,851 △0.0  9,342 0.0 15,194

Ⅵ　自己株式 ※３  △10,046 △0.0  △10,315 △0.0 △268

資本合計   9,271,672 36.5  7,749,711 30.2 △1,521,960

負債、少数株主持分及
び資本合計

  25,418,222 100.0  25,659,852 100.0 241,630
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(2）連結損益計算書

  
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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 対前年比 

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
(千円)

Ⅰ　売上高   21,271,348 100.0  13,894,407 100.0 △7,376,940

Ⅱ　売上原価   15,974,896 75.1  11,455,071 82.4 △4,519,824

売上総利益   5,296,452 24.9  2,439,336 17.6 △2,857,116

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2  3,043,356 14.3  3,531,597 25.5 488,241

営業利益又は営業損失
（△）

  2,253,096 10.6  △1,092,261 △7.9 △3,345,357

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  4,075   17,723    

２．受取配当金  5,044   6,576    

３．有価証券売却益  1,719   －    

４．資産賃貸収入  35,870   35,217    

５．その他  19,480 66,190 0.3 11,042 70,560 0.5 4,369

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  202,421   176,275    

２．社債発行費償却  12,364   4,533    

３．手形売却損  62,056   26,486    

４．その他  77,430 354,272 1.7 71,478 278,775 2.0 △75,497

経常利益又は経常損失
（△）

  1,965,014 9.2  △1,300,476 △9.4 △3,265,490

Ⅵ　特別利益         

１．貸倒引当金戻入益  5,674   1,900    

２．固定資産売却益 ※３ 6   －    

３. 賞与引当金戻入益  －   27,939    

４. 役員賞与引当金戻
 　 入益 

 －   850    

５．その他  － 5,680 0.0 248 30,937 0.2 25,257

Ⅶ　特別損失         

１．投資有価証券売却損  33,913   －    

２．固定資産売却損 ※４ 60,703   33    

３．役員退職慰労金  19,625   10,700    

４．リース契約解約損  14,184   －    

５．減損損失 ※６ －   396,205    

６．その他 ※５ 476 128,903 0.5 20,027 426,966 3.0 298,063

税金等調整前当期純利益又は税

金等調整前当期純損失(△)
  1,841,791 8.7  △1,696,505 △12.2 △3,538,297

法人税、住民税及び事
業税

 25,187   35,562    

法人税等調整額  367,970 393,157 1.9 △1,560 34,001 0.3 8,814

少数株主利益又は少数
株主損失（△）

  3,547 0.0  △138,444 △1.0 △141,992

当期純利益又は当期純
損失（△）

  1,445,086 6.8  △1,592,062 △11.5 △3,037,149
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(3）連結剰余金計算書

  
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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

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   365,173  1,015,173

Ⅱ　資本剰余金増加高      

１．社債の転換による新株の
発行

 650,000 650,000 65,000 65,000

Ⅲ　資本剰余金期末残高   1,015,173  1,080,173

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   366,087  1,619,319

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１．当期純利益  1,445,086 1,445,086 － －

Ⅲ　利益剰余金減少高      

  １．配当金  191,854  170,744  

２．当期純損失  － 191,854 1,592,062 1,762,807

Ⅳ　利益剰余金期末残高   1,619,319  △143,487
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

 
 

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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動による
キャッシュ・フロー

   

税金等調整前当期純利益  1,841,791 △1,696,505

減価償却費  775,279 828,180

減損損失  － 396,205

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

 △5,674 6,123

賞与引当金の増減額
（減少：△）

 64,106 28,135

役員賞与引当金の増減額
（減少：△）

 25,000 △25,000

製品保証引当金の増減額
（減少：△）

 154,252 △86,920

退職給付引当金の増減額
（減少：△）

 33,368 94,493

受取利息及び受取配当金  △9,119 △24,299

支払利息  202,421 176,275

為替差損益（差益：△）  △9,961 13,643

社債発行費償却  12,364 4,533

有価証券売却益  △1,719 －

投資有価証券売却損  33,913 －

リース契約解約損  14,184 －

固定資産除却損  － 19,316

固定資産売却損  60,703 33

売上債権の増減額（増
加：△）

 △560,253 △78,808

棚卸資産の増減額（増
加：△）

 △1,260,805 △626,789

仕入債務の増減額（減
少：△）

 550,523 △125,126

未払消費税等の増減額
（減少：△）

 133,878 △270,453

その他  145,033 25,985

小計  2,199,287 △1,340,977

利息及び配当金の受取額  8,977 23,996

利息の支払額  △199,662 △181,499

法人税等の支払額  △13,672 △30,693

役員退職慰労金  △19,625 △10,700

営業活動による
キャッシュ・フロー

 1,975,305 △1,539,873
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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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動による
キャッシュ・フロー

   

定期預金の預入れによる
支出

 △132,000 △332,000

定期預金の払戻による収
入

 175,840 683,600

投資有価証券の売却によ
る収入

 － 2,000

有形固定資産の取得によ
る支出

 △149,612 △543,183

有形固定資産の売却によ
る収入

 86,016 －

無形固定資産の取得によ
る支出

 △26,630 △8,979

無形固定資産の売却によ
る収入

 1,615 －

貸付金の回収による収入  1,360 －

その他  △23,916 △10,042

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △67,327 △208,604

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー

   

短期借入による収入  3,780,000 16,551,324

短期借入金の返済による
支出

 △5,874,091 △15,428,324

長期借入による収入  1,100,000 1,800,000

長期借入金の返済による
支出

 △200,080 △704,680

社債の発行による収入  392,550 293,850

社債の償還による支出  △260,923 △120,129

自己株式の取得による支
出

 △1,547 △268

配当金の支払額  △185,634 △169,153

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △1,249,726 2,222,618

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 6,823 △1,618

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減
額（減少：△）

 665,074 472,521

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 4,738,719 5,403,794

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

※１ 5,403,794 5,876,316
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18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.

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.

２．連結子会社の事業年度

等に関する事項

　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。

 　　　　　　　　同左

 

 

 

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

　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

 

 

 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
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項目 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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18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

 　　　　　　　　同左

 

 

 

 

 

 

 

 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

 (3）繰延資産の処理方法

　　社債発行費

商法施行規則に規定する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

 (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

 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。

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。
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項目 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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 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。

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。

　なお当連結会計年度における計上は

ありません。

 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。

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。

 

 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用の負担

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　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。
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項目 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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 (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。

(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

同左

 

 (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

 (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

４．連結子会社の資産及び

負債の評価に関する事

項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左

５．利益処分項目等の取扱

いに関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について連結会計年度中に確定した利益

処分に基づいて作成しております。

同左

６．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、随時引出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投

資からなっております。

同左
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財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 

───────

（固定資産の減損に係る会計基準）

当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の増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」（企業会計基

準適用指針第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当期純損失は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。

表示方法の変更

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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

  （連結貸借対照表）

───────

 （連結貸借対照表）

前連結会計年度まで流動負債の「その他」に含めて表

示しておりました1年内償還予定社債は、当連結会計年度

末において、負債、少数株主持分及び資本の合計額の100

分の5を超えたため当連結会計年度より流動負債に「1年

内償還予定社債」として区分掲記しました。

　なお、前連結会計年度末において流動負債の「その他」

に含まれていた1年内償還予定社債の残高は120,000千円

であります。

  （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）

「固定資産除却損」は、前連結会計年度までの営業活

動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示

しておりましたが、当連結会計年度より、区分掲記して

おります。なお、前連結会計年度末において営業活動に

よるキャッシュ・フローの「その他」に含まれていた固

定資産除却損の金額は176千円であります。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１．担保に提供している資産と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

※１．担保に提供している資産と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

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）

機械装置及び運搬具 44,510千円

 （44,510千円）

工具器具及び備品 1,238千円

 （1,238千円）

土地 2,465,090千円

 （121,320千円）

投資有価証券 498,281千円

　計 7,080,319千円

 （325,851千円）

現金及び預金 1,259,960千円

売掛金 　837,816千円

建物及び構築物 2,416,415千円

 （149,188千円）

機械装置及び運搬具 31,293千円

 （31,293千円）

工具器具及び備品 990千円

 （990千円）

土地 1,653,592千円

 （121,320千円）

投資有価証券 620,148千円

　計 6,820,217千円

 （302,792千円）

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。

上記に対応する債務

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

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

短期借入金 3,762,908千円

長期借入金 715,000千円

　計 4,477,908千円

※２．当社の発行済株式総数は、普通株式21,381,480株で

あります。

※２．当社の発行済株式総数は、普通株式21,626,762株で

あります。

※３．当社が保有する自己株式の数は、普通株式38,362株

であります。

※３．当社が保有する自己株式の数は、普通株式38,818株

であります。

４．受取手形割引高 1,224,370千円 ４． 受取手形割引高     374,050千円 

※５．売上債権流動化に伴う遡及義務

受取手形 707,450千円

※５．　　　 ―――――――

  

　６．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

　６．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一部が未転換であり、その償

還期限が平成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、本契約の当連結会計年度

末における借入実行残高はありません。

　運転資金の効率的な調達を行うため、株式会社り

そな銀行と総額500,000千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、本契約の当連

結会計年度末における借入実行残高はありません。
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（連結損益計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18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。

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

給料手当 601,708千円

役員報酬 208,601千円

賞与引当金繰入額 66,162千円

退職給付費用 49,016千円

減価償却費 128,153千円

研究開発費 1,190,720千円

貸倒損失 54,100千円

貸倒引当金繰入額 7,312千円

※２．研究開発費の総額 ※２．研究開発費の総額

一般管理費 754,157千円 一般管理費 1,190,720千円

※３．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 6千円

※３．　　　　　―――――――

  

※４．固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 60,703千円

※４．固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 33千円

※５．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

工具器具及び備品 176千円

※５．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 18,402千円

車両運搬具 32千円

工具器具及び備品 880千円

 計  19,316千円

※６．　　　　　――――――― ※６．減損損失

　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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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係

※1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係

（平成17年3月31日現在） （平成18年3月31日現在）

現金及び預金勘定 6,977,720千円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金

△1,573,926千円

現金及び現金同等物 5,403,794千円

現金及び預金勘定 6,886,676千円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金

△1,010,360千円

現金及び現金同等物 5,876,316千円

  

  2.転換社債型新株予約権付社債の転換

新株予約権の行使による資本金

の増加

650,000千円

新株予約権の行使による資本準

備金の増加

650,000千円

新株予約権の行使による転換社

債型新株予約権付社債の減少
1,300,000千円

 

 2.転換社債型新株予約権付社債の転換

新株予約権の行使による資本金

の増加

65,000千円

新株予約権の行使による資本準

備金の増加

65,000千円

新株予約権の行使による転換社

債型新株予約権付社債の減少
130,000千円
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①　リース取引

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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

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

および期末残高相当額

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および期末残高相当額

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累計
額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

 建物及び構築物 5,124 1,647 3,477

機械装置及び運
搬具

12,000 － 12,000

工具器具及び備
品

222,651 135,196 87,454

無形固定資産 33,968 28,090 5,877

合計 273,744 164,934 108,809

 
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）

 建物及び構築物 5,124 2,379 2,745

機械装置及び運
搬具

15,045 3,364 11,681

工具器具及び備
品

209,529 124,589 84,939

無形固定資産 26,825 17,744 9,080

合計 256,523 148,077 108,446

　なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高 

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、

「支払利子込み法」により算定しております。

同左

２．未経過リース料期末残高相当額 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年以内 48,053千円

１年超 60,755千円

　合計 108,809千円

１年以内 36,645千円

１年超 71,801千円

　合計 108,446千円

　なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合

が低いため、「支払利子込み法」により算定しておりま

す。

同左

３．支払リース料および減価償却費相当額 ３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価　　

　償却費相当額および減損損失

支払リース料 49,433千円

減価償却費相当額 49,433千円

支払リース料 55,029千円

減価償却費相当額 55,029千円

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　　

 

（減損損失について）

　リース資産に分配された減損損失はありません。 

５．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年以内 12,175千円

１年超 22,945千円

　合計 35,120千円

５．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年以内 27,040千円

１年超 12,691千円

　合計 39,731千円
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②　有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの

 種類

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日）

取得原価
（千円）

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）

連結貸借対照

表計上額が取

得原価を超え

るもの

株式 178,801 415,227 236,425 191,126 507,376 316,249

債券       

社債 1,752 2,007 254 － － －

その他 69,830 76,873 7,043 178,723 266,616 87,892

小計 250,384 494,107 243,723 369,850 773,992 404,142

連結貸借対照

表計上額が取

得原価を超え

ないもの

株式 13,423 12,652 △770 1,097 940 △156

債券       

社債 － － － － － －

その他 108,691 108,289 △402    

小計 122,114 120,941 △1,172 1,097 940 △156

合計 372,498 615,049 242,550 370,947 774,933 403,985

２　前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

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）

当連結会計年度
（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

売却額（千円）
売却益の合計額

（千円）
売却損の合計額

（千円）
売却額（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

67,087 0 33,913 2,002 248 0

３　その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

種類

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日）

１年以内
（千円）

１年超５年
以内
（千円）

５年超10年
以内
（千円）

10年超
（千円）

１年以内
（千円）

１年超５年
以内
（千円）

５年超10年
以内
（千円）

10年超
（千円）

債券         

社債 2,007 － － － － － － －

その他 － － － － － － － －

合計 2,007 － － － － － － －
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③　デリバティブ取引

　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）および当連結会計年度（自平成17年４月１日　

至平成18年３月31日）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

④　退職給付

１　採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付型の制度として適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けており、国内子会社の一部は退

職一時金制度を設けております。

なお、提出会社は適格退職年金資産の運用をみずほ信託銀行株式会社、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、三井アセッ

ト信託銀行株式会社、第一生命保険相互会社、日本生命保険相互会社に委託しております。

また、従業員の退職等に対して割増退職金を支払う場合があります。

２　退職給付債務及びその内訳

 
前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）

(1)退職給付債務（千円） △984,955 △1,127,002

(2)年金資産（千円） 715,394 894,771

(3)未積立退職給付債務 (1)＋(2)（千円） △269,560 △232,231

(4)会計基準変更時差異の未処理額（千円） － －

(5)未認識数理計算上の差異（千円） 119,887 △11,935

(6)未認識過去勤務債務（千円） － －

(7)連結貸借対照表計上純額 (3)＋(4)＋(5)＋(6)（千円） △149,673 △244,166

(8)前払年金費用（千円） － －

(9)退職給付引当金 (7)－(8)（千円） △149,673 △244,166

（注）１．一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

２．臨時に支払う割増退職金および特別退職加算金は含めておりません。
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３　退職給付費用の内訳

 
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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(1)勤務費用（千円） 117,656 135,572

(2)利息費用（千円） 13,227 12,393

(3)期待運用収益（減算）（千円） △10,076 △10,730

(4)会計処理基準変更時差異の費用処理額

（千円）
－ －

(5)数理計算上の差異の費用処理額（千円） △2,189 44,238

退職給付費用（千円） 118,617 181,473

（注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は「勤務費用」に計上しております。

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 
前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）

(1)退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左

(2)割引率（％） 2.0 1.5

(3)期待運用収益率（％） 1.5 1.5

(4)数理計算上の差異の処理年数（年） ５  ５

 

（発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数による

定率法により、翌会計年度から

費用処理することとしておりま

す。）

同左
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産

　欠損金 2,069,316千円

　退職給付引当金損金算入限度超過

額
50,998

　未実現利益の消去額 45,414

　賞与引当金損金算入限度超過額 89,635

　製品保証引当金損金算入限度

　超過額

62,765

　研究開発資産否認額 10,401

　その他 16,569

繰延税金資産小計 2,345,102

　評価性引当金 △2,054,292

繰延税金資産合計 290,809

　欠損金 2,578,033千円

　退職給付引当金損金算入限度超過

額
93,906

　未実現利益の消去額 49,168

　賞与引当金損金算入限度超過額 97,829

　製品保証引当金損金算入限度

　超過額

27,397

　研究開発資産否認額 5,845

　その他 16,042

繰延税金資産小計 2,868,224

　評価性引当金 △2,574,793

繰延税金資産合計 293,431

繰延税金負債 繰延税金負債

　その他有価証券評価差額金 △98,551千円

繰延税金負債合計 △98,551

繰延税金資産（負債）の純額 192,258

　その他有価証券評価差額金 △164,358千円

繰延税金負債合計 △164,358

繰延税金資産（負債）の純額 129,072

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.8

住民税均等割等 0.9

連結子会社欠損金等による税効果未認識 △1.0

外形標準課税 2.0

繰延税金資産の評価性引当金 △26.2

その他 4.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 21.3

法定実効税率 40.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 △0.8

住民税均等割等 △1.2

連結子会社欠損金等による税効果未認識 1.9

外形標準課税 0.9

繰延税金資産の評価性引当金 △30.7

長期滞留債権回収費用引当金否認 △0.6

見積原価否認 △1.1

減損損失 △9.5

貸倒損失否認 △1.3

その他 △0.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △2.0
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

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、営業利益及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。

当連結会計年度（自平成17年４月１日至平成18年３月31日）

　全セグメントの売上高の合計、営業利益及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。

ｂ．所在地別セグメント情報

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）および当連結会計年度（自平成17年４月１日　

至平成18年３月31日）

　全セグメントの売上高の合計およ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。

ｃ．海外売上高

 

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）

北米 アジア その他の地域 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　連結売上高に占める海外売

上高の割合（％）
0.1 77.2 0.1 77.4

 

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 524,166 9,353,224 35,262 9,912,653

Ⅱ　連結売上高（千円）    13,894,407

Ⅲ　連結売上高に占める海外売

上高の割合（％）
3.8 67.3 0.3 71.3

　（注）１．海外売上高は、当社およ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、マレーシア

　  ⑦関連当事者との取引

 該当事項はありません。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．生産・受注及び販売の状況
(1）生産実績

品目
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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

半導体ウエーハ洗浄装置（千円） 19,658,922 9,715,522

その他装置（千円） 885,049 2,354,653

部品・保守（千円） 1,759,323 1,603,620

合計（千円） 22,303,294 13,673,796

　（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

品目

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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

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 11,036,514 3,311,060 14,884,401 8,076,121

その他装置 895,626 1,185,104 1,446,206 325,300

部品・保守 1,695,881 541,358 1,255,024 327,325

合計 13,628,021 5,037,522 17,585,631 8,728,746

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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(3）販売実績

品目
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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

半導体ウエーハ洗浄装置（千円） 19,368,820 10,119,340

その他装置（千円） 449,322 2,306,010

部品・保守（千円） 1,453,206 1,469,057

合計（千円） 21,271,348 13,894,407

　（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。

２．前連結会計年度および当連結会計年度における主な相手先別の販売実績及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あります。

相手先

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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

日本サムスン株式会社 4,998,419 23.5 3,624,596 26.1

岩谷産業株式会社 7,894,637 37.1 2,707,106 19.5

エルジー　ジャパン株式会社 － － 1,757,200 12.6

株式会社ハイニックス・セミコンダク

ター・ジャパン
3,213,660 15.1 1,512,700 10.9

　（注）　岩谷産業株式会社、日本サムスン株式会社、エルジー　ジャパン株式会社および株式会社ハイニックス・セミ

コンダクター・ジャパンは商社であり、岩谷産業株式会社を通じて主にHE JIAN TECHNOLOGY CO.,LTD、

POWERCHIP SEMICONDUCTOR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、株式会社ハイニックス・セミコンダクター・ジャパ

ンを通じてHynix Semiconductor Inc.に納入しております。（なお、エルジー　ジャパン株式会社に対する前

連結会計年度の販売実績は、総販売実績の10％未満のため記載しておりません。）
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