
 
 
平成１９年３月期 第１四半期財務・業績の概況（連結）   
          平成18年７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）５８０－０３８８ 

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19年３月期第１四半期財務・業績の概況（平成18年４月１日～平成18年６月30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 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年3月期第1四半期 4,072 ( 34.2) 214 (    －) 137 (    －) 205 (     －)

18年3月期第1四半期 3,034 (△38.9) △560 (    －) △617 (    －) △611 (     －)

（参考）18年3月期 13,894 (△34.7) △1,092 (    －) △1,300 (    －) △1,592 (     －)

 

 
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
19年3月期第1四半期 9 52 7 77

18年3月期第1四半期 △28 66 － －

（参考）18年3月期 △74 04 － －

（注）①持分法投資損益    19年3月期第1四半期     －百万円 18年3月期第1四半期   －百万円  18年3月期    －百万円 

   ②期中平均株式数（連結）19年3月期第1四半期 21,598,250株 18年3月期第1四半期 21,344,732株 18年3月期 21,503,885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 

 

 (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 
19年3月期第1四半期 28,657 8,480 29.6  376 38 

18年3月期第1四半期 23,990 8,558 35.7  398 19 

（参考）18年3月期 25,659 7,749 30.2  358 98 

（注）期末発行済株式数（連結）19年3月期第1四半期 22,532,188株 18年3月期第1四半期 21,493,918株 18年3月期 21,587,944株 

 

３．平成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)     67円46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・計画に基づく予想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・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(株)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。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                                                           

                                       

                                       

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・
保守支援サービス）
S.E.S.INTERNATIONAL
SHANGHAI CO.,LTD. 

 
台湾連結子会社 

（販売支援サービス・
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１四半期業績の概要 
  平成18年4月から6月までの第１四半期の業績の概要についてご報告いたします。 

 

（売上高） 

  連結売上高は前年同四半期（平成17年4月～6月：以下同じ）の3,034百万円に対し、34.2％（1,038百万円）増加

の4,072百万円となりました。売上高増加の原因は、前連結会計年度後半の受注回復をうけ本年3月末において

8,728百万円となっていた受注物件が、当第１四半期にかけて順調に売上として計上されたことによります。 

  売上高の構成については、韓国・中国・台湾といったアジアの半導体メーカーによる旺盛な設備投資を背景に半

導体ウエーハ洗浄装置の売上が大きく回復し、前年同四半期の1,622百万円から133.1%（2,159百万円）増加の

3,782百万円と大きく伸長いたしました。現在も半導体洗浄装置の受注が増加しておりますが、フラッシュメモリ

及びDRAMの増産基調の中、半導体製造装置への需要は今後も順調に伸びる見通しであり、引き続き堅調な売上を予

定しております。なお、フラットパネルディスプレイ（ＦＰＤ）製造装置事業については、ＦＰＤメーカーの収益

落ち込みによる設備投資延期の影響もあり今後の見通しは不透明なものがありますが、原料となるシリコンの不足

により昨年より太陽電池メーカーの設備投資が一時先送りされておりました太陽電池製造事業については、シリコ

ン・メーカーによる増産がアナウンスされる等活発な需要に見合うだけの供給体制が整備されつつあり、足元では

同装置への引合いも回復の兆しが見られるようになってまいりました。 

  また、単体の売上高につきましても、前年同四半期の2,079百万円に対し、当第１四半期は92.2%（1,918百万

円）増加の3,997百万円となりました。 

 

（売上総利益） 

  当第１四半期における連結の売上総利益は、前年同四半期の209百万円に対し、334.8%（701百万円）増加の910

百万円となりました。連結売上総利益率も前年同四半期の6.9%から15.5%改善し22.4%となりました。 

  単体での売上総利益は前年同四半期の15百万円から、当第１四半期においては6,268.9%（956百万円）増益の971

百万円となりました。これは、売上高の回復による利益の底上げに加え、前年同四半期は不具合対策コストとして

一過性の原価が発生いたしましたが、今期においては不具合対策等の非経常的な要因は存在しなかったこと等によ

ります。また、単体売上総利益率は前年同四半期の0.7%から23.6%増加の24.3%に改善いたしました。 

 

（販売費及び一般管理費） 

  連結の販売費及び一般管理費は、前年同四半期の769百万円から9.5%（72百万円）減少の696百万円となりました。

これは資金投下を要する研究開発案件の多くが当第２四半期以降を予定しており、当第１四半期においては前年同

四半期の187百万円より103百万円少ない84百万円となったこと等によります。 

また、単体ベースの販売費及び一般管理費は、575百万円となり、前年同四半期の643百万円に対しては10.6%

（68百万円）減少いたしました。 

 

（営業利益） 

  連結ベースでは、前年同四半期は560百万円の営業損失に対し、当第１四半期は214百万円の営業利益計上となり

ました。 

  また、単体ベースでも、前年同四半期の628百万円の営業損失に対し、396百万円の営業利益計上となりました。 

 

（経常利益） 

  連結経常利益については、前年同四半期は617百万円の損失となりましたが、当第１四半期では、支払利息44百

万円等差引後、137百万円の利益となりました。 

  単体ベースでも、前年同四半期の666百万円の損失に対し、当第１四半期では348百万円の利益計上となっており

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

－  － 
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（財政状態の変動状況） 

  連結ベースの総資産は、当第１四半期末は28,657百万円となり、前連結会計年度末の25,659百万円に対して、

2,997百万円増加いたしました。主な要因としては、現金及び預金の増加985百万円と生産活動の活発化による棚卸

資産の増加2,213百万円によるものであります。負債合計では、前連結会計年度末の17,749百万円から2,361百万円

増加の20,110百万円となりました。これは、生産量の増加により支払手形及び買掛金が1,786百万円増加したこと、

また、運転資金の増加に伴う短期借入金の増加1,200百万円によるものです。資本合計は、当社で発行している

2006年9月及び2007年9月満期の円貨建転換社債型新株予約権付社債の権利行使に伴い531百万円が資本勘定の増加

となったことなどにより、前連結会計年度末より730百万円増加の8,480百万円となりました。当第１四半期末の株

主資本比率は、前連結会計年度末の30.2%に対して0.6%減少29.6%となりました。（前年同四半期末の株主資本比率

は35.7%） 

  単体ベースにつきましても、総資産、負債合計、資本合計は前事業年度末に対してそれぞれ3,492百万円、2,645

百万円、847百万円増加し、25,668百万円、17,063百万円、8,605百万円となりました。株主資本比率は、企業活動

の活発化に伴う総資産の伸びが大きく、前事業年度末の35%に対して1.5%減の33.5%となりました。 

 

（受注の状況） 

  当第１四半期の連結ベースの新規受注高は半導体設備投資の回復を背景に、前年同四半期の3,520百万円に対し

て112.9%（3,974百万円）増加の7,494百万円となりました。なお、受注取消分を控除したネット受注高も、7,494

百万円となっております。この結果、連結ベースの当第１四半期末の受注残高は、過去最高の12,517百万円に迫る

12,150百万円となりました。（前年同四半期末5,435百万円、前事業年度末8,728百万円） 

 単体ベースの当第１四半期の新規受注高は、6,970百万円となり、前年同四半期の2,543百万円に対しては、174.1%

（4,427百万円）の増加となりました。なお、受注取消分を控除したネット受注高につきましても6,970百万円となっ

ております。この結果、当第１四半期末の単体受注残高についても過去最高の12,680百万円に迫り、11,656百万円と

なりました。（前年同四半期末3,971百万円、前事業年度末8,684百万円） 

 

（平成18年9月中間期の業績予想） 

 当社グループとしては、半導体製造装置事業での受注が堅調であり、また、太陽電池製造装置事業においても

引合いが活発化しており、好調な売上を期待しておりますが、出荷時期に関してはなお不確実な要素もあるため、

平成18年9月中間期の業績予想については本年5月18日にお知らせした業績予想のとおりとさせて頂きます。  

 

以 上 

 

  

－  － 
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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19年３月期 
第 １ 四 半 期 

（平成18年６月30日）

平成18年３月期 
第 １ 四 半 期 

（平成17年６月30日）
増減 

（参考） 
平成18年３月期 

（平成18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 7,872,033 5,753,527 6,886,676 

２．受取手形及び売掛金 ※3,6 6,677,073 6,381,748 6,856,101 

３．棚卸資産  6,303,604 3,530,810 4,089,931 

４．繰延税金資産  173,212 232,126 195,253 

５．その他  375,715 168,559 260,944 

貸倒引当金  △9,742 － △7,312 

流動資産合計  21,391,897 74.7 16,066,771 67.0 5,325,125 18,281,594 71.2

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1)建物及び構築物 ※1,3 2,665,443 2,859,330 2,706,317 

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

(3)その他 ※1,3 995,014 1,354,496 1,038,373 

有形固定資産合計  5,729,827 20.0 6,679,402 27.9 △949,575 5,814,060 22.7

２．無形固定資産  88,888 0.3 221,907 0.9 △133,018 124,487 0.5

３．投資その他の資産    

(1)投資有価証券 ※３ 780,961 587,851 774,933 

(2)繰延税金資産  48,307 40,214 48,307 

(3)その他  638,989 422,329 637,697 

貸倒引当金  △27,011 △32,711 △27,811 

投資その他の資産合計  1,441,246 5.0 1,017,685 4.2 423,561 1,433,126 5.6

固定資産合計  7,259,962 25.3 7,918,994 33.0 △659,031 7,371,675 28.8

Ⅲ 繰延資産    

１．社債発行費  5,450 4,345 6,583 

繰延資産合計  5,450 0.0 4,345 0.0 1,104 6,583 0.0

資産合計  28,657,309 100.0 23,990,112 100.0 4,667,197 25,659,852 100.0

    

－  － 
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平成19年３月期 
第 １ 四 半 期 

（平成18年６月30日）

平成18年３月期 
第 １ 四 半 期 

（平成17年６月30日）
増減 

（参考） 
平成18年３月期 

（平成18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  6,653,724 4,019,139 4,866,866 

２．短期借入金 ※３ 8,045,308 5,874,718 6,844,908 

３．一年内償還予定社債  2,030,000 120,000 2,391,000 

４．未払法人税等  33,026 28,776 37,715 

５．賞与引当金  149,048 87,524 253,387 

６．製品保証引当金  102,686 122,698 67,331 

７．その他  639,515 557,572 511,717 

流動負債合計  17,653,309 61.6 10,810,429 45.0 6,842,879 14,972,926 58.4

Ⅱ 固定負債    

１．社債  690,000 3,031,000 890,000 

２．長期借入金 ※３ 1,388,500 1,012,000 1,508,000 

３．退職給付引当金  254,111 176,499 244,166 

４．繰延税金負債  105,448 74,714 114,488 

５．その他  19,600 19,600 19,600 

固定負債合計  2,457,659 8.6 4,313,813 18.0 △1,856,154 2,776,254 10.8

負債合計  20,110,969 70.2 15,124,243 63.0 4,986,725 17,749,181 69.2

（少数株主持分）    

少数株主持分  65,676 0.2 307,151 1.3 △241,474 160,960 0.6

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※４ 6,839,928 23.9 6,549,428 27.4 290,500 6,574,428 25.6

Ⅱ 資本剰余金  1,345,673 4.7 1,055,173 4.4 290,500 1,080,173 4.2

Ⅲ 利益剰余金  62,141 0.2 836,800 3.4 △774,659 △143,487 △0.5

Ⅳ その他有価証券評価差
額金 

 232,002 0.8 128,762 0.5 103,239 239,570 0.9

Ⅴ 為替換算調整勘定  11,614 0.0 △1,317 △0.0 12,931 9,342 0.0

Ⅵ 自己株式 ※５ △10,696 △0.0 △10,131 △0.0 △564 △10,315 △0.0

資本合計  8,480,664 29.6 8,558,717 35.7 △78,052 7,749,711 30.2

負債、少数株主持分及
び資本合計 

 28,657,309 100.0 23,990,112 100.0 4,667,197 25,659,852 100.0

    

－  － 
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（2）（要約）四半期連結損益計算書 

 

平成19年３月期 
第 １ 四 半 期 

（自 平成18年４月１日
         至 平成18年６月30日）

平成18年３月期 
第 １ 四 半 期 

(自 平成17年４月１日
  至 平成17年６月30日)

増減 

（参考） 
平成18年３月期 

(自 平成17年4月１日 
  至 平成18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  4,072,754 100.0 3,034,535 100.0 1,038,218 13,894,407 100.0

Ⅱ 売上原価  3,162,012 77.6 2,825,067 93.1 336,944 11,455,071 82.4

売上総利益  910,741 22.4 209,468 6.9 701,273 2,439,336 17.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 696,630 17.1 769,487 25.4 △72,857 3,531,597 25.5

営業利益又は営業損失
（△） 

 214,111 5.3 △560,019 △18.5 774,130 △1,092,261 △7.9

Ⅳ 営業外収益  16,806 0.4 14,967 0.5 1,839 70,560 0.5

Ⅴ 営業外費用  93,819 2.3 72,401 2.4 21,418 278,775 2.0

経常利益又は経常損失
（△） 

 137,098 3.4 △617,452 △20.4 754,550 △1,300,476 △9.4

Ⅵ 特別利益  507 0.0 29,211 1.0 △28,704 30,937 0.2

Ⅶ 特別損失  － － 1,544 0.0 △1,544 426,966 3.0

税金等調整前四半期
(当期)純利益又は税金
等調整前四半期(当期)
純損失（△） 

 137,605 3.4 △589,786 △19.4 727,391 △1,696,505 △12.2

法人税、住民税及び事
業税 

 9,060 0.3 9,396 0.3 △336 35,562 0.3

法人税等調整額  18,199 0.4 4,844 0.2 13,354 △1,560 △0.0

少数株主利益又は少数
株主損失（△） 

 △95,283 △2.3 7,746 0.3 △103,029 △138,444 △1.0

四半期(当期)純利益又
は四半期(当期)純損失
（△） 

 205,628 5.0 △611,774 △20.2 817,402 △1,592,062 △11.5

    

－  － 
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（3）（要約）四半期連結剰余金計算書 

 

平成19年３月期 
第 １ 四 半 期 

（自 平成18年４月１日 
                至 平成18年６月30日）

平成18年３月期 
第 １ 四 半 期 

(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年６月30日)

（参考） 
平成18年３月期 

(自 平成17年4月１日 
  至 平成18年3月31日) 科目 

注記
番号 

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  1,080,173 1,015,173  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   265,500 265,500 40,000 40,000 65,000 65,000

Ⅲ 資本剰余金期末残高  1,345,673 1,055,173  1,080,173

   

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  △143,487 1,619,319  1,619,319

Ⅱ 連結剰余金増加高   

 １．四半期（当期）純利益  205,628 205,628 － － － －

Ⅲ 利益剰余金減少高   

 １．配当金  － 170,744 170,744 

 ２. 四半期（当期）純損失  － － 611,774 782,518 1,592,062 1,762,807

Ⅳ 利益剰余金期末残高  62,141 62,141 836,800  △143,487

   

 

－  － 
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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19年３月期 
第 １ 四 半 期 

（自 平成18年４月１日 
                        至 平成18年６月30日） 

平成18年３月期 
第 １ 四 半 期 

(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年６月30日) 

（参考） 
平成18年３月期 

(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. 

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１四半期

決算日は12月31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１四半

期決算日は３月31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、３月31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19年３月期 
第 １ 四 半 期 

（自 平成18年４月１日 
                        至 平成18年６月30日） 

平成18年３月期 
第 １ 四 半 期 

(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年６月30日) 

（参考） 
平成18年３月期 

(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 

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 

 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 

(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19年３月期 
第 １ 四 半 期 

（自 平成18年４月１日 
                        至 平成18年６月30日） 

平成18年３月期 
第 １ 四 半 期 

(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年６月30日) 

（参考） 
平成18年３月期 

(自 平成17年4月１日 
  至 平成18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。 

 ③ 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。 

 

③ 製品保証引当金 

同左 

 

 

③  製品保証引当金 

同左 

 

 ④ 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。 

   なお当四半期連結会計期

間における計上はありませ

ん。 

 

④ 役員賞与引当金 

同左 

④ 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。

 ⑤ 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。 

 

⑤ 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。 

⑤ 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

－  － 
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項目 

平成19年３月期 
第 １ 四 半 期 

（自 平成18年４月１日 
                        至 平成18年６月30日） 

平成18年３月期 
第 １ 四 半 期 

(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年６月30日) 

（参考） 
平成18年３月期 

(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、

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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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

平成19年３月期第１四半期 
（平成18年６月30日） 

平成18年３月期第１四半期 
（平成17年６月30日） 

（参考） 
平成18年３月期 

（平成18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 
 

 4,978,793千円
  

 
 4,324,820千円

  

 
 4,827,014千円

  
 ２．受取手形割引高  ２．受取手形割引高  ２．受取手形割引高 
 

 799,050千円
  

 
 1,194,024千円

  

 
 374,050千円

  
※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 1,259,962千円  

受取手形及び売掛金 785,064千円  

建物及び構築物 2,380,907千円  

 (146,954千円 ) 

土地 1,653,592千円  

 (121,320千円 ) 

有形固定資産「その他」 30,025千円  

 (30,025千円 ) 

投資有価証券 610,717千円  

計 6,720,269千円  

 (298,300千円 ) 
  

 
現金及び預金  1,259,939千円  

建物及び構築物  2,767,192千円  

 (156,382千円)  

土地  2,465,090千円  

 (121,320千円)  

有形固定資産「その他」     42,387千円  

 (42,387千円)  

投資有価証券   476,939千円  

計  7,011,548千円  

 (320,090千円)  
  

 
現金及び預金  1,259,960千円

受取手形及び売掛金 837,816千円

建物及び構築物  2,416,415千円

 (149,188千円)

土地  1,653,592千円

 (121,320千円)

有形固定資産「その他」   32,284千円

 (32,284千円)

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 4,525,808千円

長期借入金 666,000千円

計 5,191,808千円
  

 
短期借入金 3,054,718千円

長期借入金 862,000千円

計 3,916,718千円
 

 
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
  

※４．当社の発行済株式総数は、普通株

式22,571,646株であります。 

※４．当社の発行済株式総数は、普通株

式21,532,423株であります。 

※４．当社の発行済株式総数は、普通

株式21,626,762株であります。 

※５．当社が保有する自己株式の数は、

普通株式39,458株であります。 

※５．当社が保有する自己株式の数は、

普通株式38,505株であります。 

※５．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。 

※６． ────── 

 

 

※６. 売上債権流動化に伴う遡及義務 

受取手形 488,650千円
 

※６． ────── 

 
 

７. 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

おります。なお、本契約の当四半期

連結会計期間末の借入実行残高はあ

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おります。な
お、本契約の当四半期連結会計期間
末における借入実行残高は300,000
千円であります。 

７. 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。 

   当四半期連結会計期間末における

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
 

７. 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 

  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おります。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） 

平成19年３月期第１四半期 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年６月30日) 

平成18年３月期第１四半期 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年６月30日) 

（参考） 
平成18年３月期 

(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。 

※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 168,490 千円 

役員報酬 52,159 千円 

退職給付費用 7,094 千円 

減価償却費 67,591 千円 

研究開発費 84,033 千円 

貸倒引当金繰入額 2,137 千円 
  

 
給料手当 144,032 千円

賞与引当金繰入額 4,078 千円

退職給付費用 8,315 千円

減価償却費 9,403 千円

研究開発費 187,989 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 1,090,720 千円

貸倒損失 54,100 千円

貸倒引当金繰入額 7,312 千円
  

   

 
  

  

 
 

  

 
 

  
 

－  － 
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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19年３月期第１四半期（自平成18年４月１日 至平成18年６月30日）、平成18年３月期第１四半期

（自平成17年４月１日 至平成17年６月30日）及び前連結会計年度（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19年３月期第１四半期（自平成18年４月１日 至平成18年６月30日）、平成18年３月期第１四半期

（自平成17年４月１日 至平成17年６月30日）及び前連結会計年度（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19年３月期第１四半期 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年６月30日)  

北米 アジア その他地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 7,037 3,660,537 3,094 3,670,669 

Ⅱ 連結売上高（千円）    4,072,754 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に
占める割合（％） 

0.1 89.9 0.1 90.1 

 

平成18年３月期第１四半期 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年６月30日)  

北米 アジア その他地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 348,032 1,978,210 18,993 2,345,236 

Ⅱ 連結売上高（千円）    3,034,535 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に
占める割合（％） 

11.5 65.1 0.7 77.3 

 

（参考） 
平成18年３月期 

(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 海外売上高の連結売上高に
占める割合（％） 

3.8 67.3 0.2 71.3 

 （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19年３月期第１四半期 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年６月30日) 

平成18年３月期第１四半期 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年６月30日) 

（参考） 
平成18年３月期 

(自 平成17年４月１日 
 至 平成18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 3,932,469 91.4 1,273,749 49.0 9,715,522 71.1

その他装置 71,031 1.7 941,820 36.2 2,354,653 17.2

部品・保守 296,221 6.9 383,864 14.8 1,603,620 11.7

合計 4,299,722 100.0 2,599,434 100.0 13,673,796 100.0

 （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19年３月期第１四半期 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年６月30日) 

平成18年３月期第１四半期 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年６月30日) 

（参考） 
平成18年３月期 

(自 平成17年４月１日 
 至 平成18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 6,577,231 10,871,204 2,289,513 3,977,873 14,884,401 8,076,121

その他装置 279,920 552,370 915,601 1,120,195 1,446,206 325,300

部品・保守 637,496 727,065 227,856 337,889 1,255,024 327,325

合計 7,494,647 12,150,639 3,432,970 5,435,957 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。 

 

(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19年３月期第１四半期 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年６月30日) 

平成18年３月期第１四半期 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年６月30日) 

（参考） 
平成18年３月期 

(自 平成17年４月１日 
 至 平成18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 3,782,148 92.9 1,622,700 53.5 10,119,340 72.8

その他装置 52,850 1.3 980,510 32.3 2,306,010 16.6

部品・保守 237,756 5.8 431,325 14.2 1,469,057 10.6

合計 4,072,754 100.0 3,034,535 100.0 13,894,407 100.0

（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19年３月期第１四半期および平成18年３月期第１四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19年３月期第１四半期 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年６月30日) 

平成18年３月期第１四半期 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年６月30日) 相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

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 

   1,572,000      38.6 ―      ―  

岩谷産業株式会社 1,110,264 27.3 291,116 9.6 

日本サムスン株式会社 599,418 14.7 1,097,333 36.2 

 （注）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、岩谷産業株式会社および日本サムスン株式会社は商社であり、主とし

て、株式会社ﾊｲﾆｯｸｽ･ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝを通じてHynix Semiconductor Inc.へ、岩谷産業株式会社を通じて

POWERCHIP SEMICONDUCTORへ、日本サムスン株式会社を通じてSamsung Electronics CO.,LTDへ納入してお

ります。 (なお、株式会社ﾊｲﾆｯｸｽ･ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝに対する前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。) 

－ 16 － 

 



 

平成１９年３月期 第１四半期財務・業績の概況（個別）   
          平成18年７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）５８０－０３８８ 

                      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19年3月期第1四半期財務・業績の概況（平成18年４月１日～平成18年６月30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 ％

19年3月期第1四半期 3,997 (92.2) 396 (    －) 348 (    －) 324 (   －)

18年3月期第1四半期 2,079 (△56.6) △628 (    －) △666 (    －) △643 (   －)

（参考）18年3月期 11,033 (△40.4) △881 (    －) △1,025 (    －) △1,436 (   －)

 
 

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

19年3月期第1四半期 15 01 12 26

18年3月期第1四半期 △30 13 － －

（参考）18年3月期 △66 78 － －

（注）①期中平均株式数 19年3月期第1四半期 21,598,250株 18年3月期第1四半期 21,344,732株 (参考)18年3月期 21,503,885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 

 

 (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

19年3月期第1四半期 25,668  8,605  33.5  381 92 

18年3月期第1四半期 20,324  8,390  41.3  390 37 

（参考）18年3月期 22,176  7,758  35.0  359 38 

（注）①期末発行済株式数 19年3月期第1四半期 22,532,188株 18年3月期第1四半期 21,493,918株 (参考)18年3月期 21,587,944株 

   ②期末自己株式数  19年3月期第1四半期   39,458株 18年3月期第1四半期     38,505株 (参考)18年3月期   38,818株 

 

３．19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19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 

中間 期末  

  百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中 間 期 9,000  710  700  0 00 － － － －

通 期 18,000  1,540  1,520  － － 20 00 20 00 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）     67円46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・計画に基づく予想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、実際の業績は予想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19年３月期 
第 １ 四 半 期 

（平成18年６月30日）

平成18年３月期 
第 1 四 半 期 

（平成17年６月30日）
増減 

（参考） 
平成18年３月期 

（平成18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  6,806,205 5,460,706 5,875,704 

２．受取手形  732,762 272,470 504,176 

３．売掛金  5,249,275 3,979,255 5,037,157 

４．棚卸資産  5,765,681 3,286,353 3,702,441 

５．繰延税金資産  105,962 163,742 130,754 

６．その他  297,450 111,246 175,484 

貸倒引当金  △10,025 － △7,610 

流動資産合計  18,947,311 73.8 13,273,775 65.3 5,673,535 15,418,107 69.5

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1)建物  2,392,820 2,572,037 2,428,700 

(2)土地  1,654,076 2,050,282 1,654,076 

(3)その他  842,172 992,036 845,105 

有形固定資産合計  4,889,069 19.0 5,614,355 27.6 △725,285 4,927,882 22.2

２．無形固定資産  73,859 0.3 96,271 0.5 △22,412 78,874 0.4

３．投資その他の資産    

(1)投資有価証券  1,144,533 951,424 1,138,505 

(2)その他  635,583 417,335 634,261 

貸倒引当金  △27,011 △32,711 △27,811 

投資その他の資産合計  1,753,106 6.9 1,336,049 6.6 417,057 1,744,955 7.9

固定資産合計  6,716,035 26.2 7,046,676 34.7 △330,641 6,751,712 30.5

Ⅲ 繰延資産    

１．社債発行費  5,450 4,345 6,583 

繰延資産合計  5,450 0.0 4,345 0.0 1,104 6,583 0.0

資産合計  25,668,796 100.0 20,324,798 100.0 5,343,998 22,176,402 100.0

    

－  － 
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平成19年３月期 
第 １ 四 半 期 

（平成18年６月30日）

平成18年３月期  
第 1 四 半 期 

（平成17年６月30日）
増減 

（参考） 
平成18年３月期 

（平成18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  4,070,856 2,109,961 2,813,395 

２．買掛金  1,981,710 1,113,023 1,272,900 

３．短期借入金  6,225,808 3,710,808 5,062,908 

４．１年内償還予定社債  2,030,000 120,000 2,391,000 

５．未払法人税等  14,548 12,200 22,229 

６．賞与引当金  130,090 70,606 214,983 

７．製品保証引当金  102,686 122,698 67,331 

８．その他  615,627 464,279 430,143 

流動負債合計  15,171,328 59.1 7,723,578 38.0 7,447,750 12,274,891 55.3

Ⅱ 固定負債    

１．社債  690,000 3,031,000 890,000 

２．長期借入金  941,000 1,012,000 990,000 

３．退職給付引当金  135,897 73,430 129,228 

４．繰延税金負債  105,448 74,714 114,488 

５．その他  19,600 19,600 19,600 

固定負債合計  1,891,945 7.4 4,210,744 20.7 △2,318,798 2,143,316 9.7

負債合計  17,063,274 66.5 11,934,323 58.7 5,128,951 14,418,208 65.0

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金  6,839,928 26.6 6,549,428 32.2 290,500 6,574,428 29.8

Ⅱ 資本剰余金    

 １．資本準備金  1,345,673 1,055,173 1,080,173 

資本剰余金合計  1,345,673 5.2 1,055,173 5.2 290,500 1,080,173 4.9

Ⅲ 利益剰余金    

 １．利益準備金  36,300 36,300 36,300 

 ２．四半期(当期)未処分利
益又は四半期(当期)未
処理損失（△） 

 162,312 630,940 △161,964 

利益剰余金合計  198,613 0.8 667,241 3.3 △468,627 △125,663 △0.7

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

 232,002 0.9 128,762 0.6 103,239 239,570 1.0

Ⅴ 自己株式  △10,696 △0.0 △10,131 △0.0 △564 △10,315 △0.0

資本合計  8,605,522 33.5 8,390,474 41.3 215,047 7,758,194 35.0

負債資本合計  25,668,796 100.0 20,324,798 100.0 5,343,998 22,176,402 100.0

    

 

－  － 
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(2)（要約）損益計算書 

 

平成19年３月期 
第 １ 四 半 期 

（自 平成18年４月１日
     至 平成18年６月30日）

平成18年３月期 
第 1 四 半 期 

(自 平成17年４月１日
 至 平成17年６月30日)

増減 

（参考） 
平成18年３月期 

(自 平成17年4月1日 
  至 平成18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  3,997,907 100.0 2,079,578 100.0 1,918,328 11,033,413 100.0

Ⅱ 売上原価  3,026,174 75.7 2,064,320 99.3 961,853 9,221,542 83.6

売上総利益 971,732 24.3 15,257 0.7 956,475 1,811,871 16.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費  575,172 14.4 643,590 30.9 △68,418 2,693,397 24.4

営業利益又は営業損失
（△） 

396,560 9.9 △628,333 △30.2 1,024,893 △881,525 △8.0

Ⅳ 営業外収益  17,910 0.4 17,048 0.8 861 88,034 0.8

Ⅴ 営業外費用  65,532 1.6 55,099 2.6 10,432 232,181 2.1

経常利益又は経常損失
（△） 

348,938 8.7 △666,383 △32.0 1,015,322 △1,025,672 △9.3

Ⅵ 特別利益  800 0.0 29,211 1.4 △28,411 30,937 0.3

Ⅶ 特別損失  － － 1,511 0.1 △1,511 426,558 3.9

税引前四半期(当期)純
利益又は税引前四半期
(当期)純損失（△） 

349,738 8.7 △638,683 △30.7 988,422 △1,421,293 △12.9

法人税、住民税及び事
業税 

4,517 0.1 4,517 0.2 0 18,070 0.1

法人税等調整額 20,944 0.5 － － 20,944 △3,258 △0.0

四半期(当期)純利益又
は四半期(当期)純損失
（△） 

324,276 8.1 △643,200 △30.9 967,477 △1,436,105 △13.0

前期繰越利益又は前期
繰越損失（△） 

△161,964 1,274,140 △1,436,105 1,274,140 

四半期(当期)未処分利
益又は四半期(当期)未
処理損失（△） 

162,312 630,940 △468,627 △161,964 

    

 

－  － 
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