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１．平成18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）連結経営成績　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 10,878 (  63.1) 372 (　－　) 226 (　－　) 

17年９月中間期 6,672 (△40.7) △1,214 (　－　) △1,336 (　－　)

18年３月期 13,894  △1,092  △1,300  

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年９月中間期 915 (　－　) 40 98 34 63

17年９月中間期 △1,692 (　－　) △79 02 － －

18年３月期 △1,592  △74 04 － －

 (注)①持分法投資損益 18年９月中間期 －百万円 17年９月中間期 －百万円 18年３月期 －百万円
②期中平均株式数(連結) 18年９月中間期  22,347,263株 17年９月中間期 21,420,219株 18年３月期 21,503,885株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 28,529 9,781 34.3 418 76

17年９月中間期 22,461 7,585 33.8 351 36

18年３月期 25,659 7,749 30.2 358 98

（注）期末発行済株式数(連結) 18年９月中間期 23,357,071株 17年９月中間期 21,588,125株 18年３月期   21,587,944株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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９月中間期 1,170 △1,333 1,742 7,454

17年９月中間期 △1,344 10 523 4,599

18年３月期 △1,539 △208 2,222 5,876

(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 3社 持分法適用非連結子会社数 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） 1社 持分法（新規） 0社 （除外） 0社

２．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

通　期 21,850 1,270 1,950
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　83円　49銭
※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等

は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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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、当社と子会社３社の計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（半導体等の薬液処理装置）および太陽電池製造装置（太陽電池等の薬

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。

　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 

（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 

製品の流れ 

 

（注）（連結範囲の変更）

  当社は、平成１８年９月６日開催の取締役会において、連結子会社であるエス・イー・テクノ株式会社の株式の一部を

譲渡することを決議したため、当中間連結会計期間末においては当社の連結の範囲から除いております。
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２．経営方針

(1）会社の経営の基本方針

　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、設備稼働率、半導体市場動向、マクロ経済の環境など様々な要

因を考慮し設備投資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、半導体製造の設備投資は大規模かつ集中的に行われる傾向があります。また、技術の世代交代を起点とし

たシリコンサイクルとよばれる半導体の好不況が出現することになり、これに伴う半導体メーカーの設備投資の増減

と相俟って、トレンドとしては右肩上がりではあるものの大きな循環が生起いたします。

　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）会社の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、研究開発や設備投資など企業基盤の構築を図り、ま

た、企業にとって根幹をなす社員に対しモチベーションを与えるに十分なる原資を確保した上で、利益を株主に安定

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会社の対処すべき課題

  半導体は技術革新の結晶であり、半導体メーカーの競争力はその技術革新を如何に有効に活用するかということに

左右されます。半導体製造装置業界においては、そういった高度な技術力を必要とする顧客のリクエストに合致した

装置を提供できない企業は、必然的に淘汰の波にのみこまれてきました。

　ベンチャーから出発した当社グループは、本年設立29期目を迎えております。当社グループは、常に顧客の声に耳

を傾け、顧客が望むタイミングで顧客が望む装置を提供する姿勢を重視しております。その為には技術の最先端をしっ

かりと消化すると共に次世代のトレンドを正確に予見する事が必要であり、それに応じた研究開発活動を実践する事

が求められます。顧客ニーズに合致した装置を開発し製品ポートフォーリオを取りそろえていくこと、また、経済的

合理性をもったコストの範囲内で成果を上げること、このいずれもを両立させることが肝要です。当中間連結会計期

間においては、①前連結会計年度に重点的に資源を投入した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)除去等各用途向けの枚葉式洗浄装置のデモ評価を行い顧客と調整を重ねて改良を

施すなどの開発資産の収益化に努めてまいりました。また、一方で、②高アスペクト構造においてもパターン崩れや

ウォーターマークの発生を防止するナノミストドライヤーなど新技術を搭載した高精度バッチ式洗浄装置ＢＷ－Ｘシ

リーズの開発を完了するなど、今後のトレンドを捉えた半導体製造装置開発に注力いたしました。

　営業面においては、半導体メーカーの集約化が進む中、新規顧客の獲得による顧客ベースの拡大と既存顧客からの

リピートオーダーの確保のいずれもが、企業の継続的成長と安定的運営の為に重要です。新規顧客獲得については、

当社の得意とする日本、台湾・シンガポール、中国において、大手半導体メーカーをターゲットになお一層の顧客ベー

スの拡大に努めていくとともに、半導体設備投資の中心的な存在の一つとも言える韓国においてその地盤をしっかり

と拡大していくよう営業努力を引き続き行ってまいります。また、充実したアフターサービスを国内外で一貫して提

供するため、当中間連結会計期間においてフィールドサービス事業部を事業本部に格上げ改組いたしました。これに

より国内の各地営業所および海外における現地法人および支社のサポート人員の強化や一元的な在庫管理によるタイ

ムリーな修理対応の実現といった機能強化を図り、顧客からの厚い信頼の獲得につなげて、リピートオーダーを取り
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こぼしなく確保できる体制の構築に努めてまいります。

　なお、半導体洗浄装置の売上構成については、これまでバッチ式洗浄装置（一度に複数枚のウエーハを処理する装

置）が売上の大半を占めておりますが、前連結会計年度において開発や機能強化を行ってきた前述の各種枚葉式洗浄

装置（一度に一枚のウエーハを処理する装置）について内外から引き合いが寄せられはじめており、売上構成の改善

を目指し早期の受注へとつなげるべく営業展開をしております。その成果が一部では既に実りはじめ、当中間連結会

計期間においては韓国の企業に枚葉式洗浄装置を納めることに成功いたしました。今後は韓国において枚葉式洗浄装

置の更なる拡販を狙うと同時に、日本をはじめとする韓国以外の地域でも枚葉式洗浄装置に関する営業攻勢を仕掛け

ていく計画となっております。

　生産面においては、バッチ式洗浄装置の標準化を一層推し進めることに成功いたしました。これにより、バッチ式

洗浄装置での設計・製造工数の削減、モジュール化による部材の一括仕入によって可能となった調達コストの削減を

今後期待できるようになりました。同仕様に基づく装置については顧客である半導体メーカーから既に受注を得てお

り、今後中長期にわたって利益率の底上げ効果が得られるものと期待しております。また、品質管理の観点から、マ

ニュアル化の徹底を前連結会計年度より継続的に実施しております。これは信頼性の高い装置をタイムリーに顧客に

納入する体制整備の一環でありますが、トラブルの抑制と装置の立ち上げ時の工数の削減にも寄与することにもなり、

当社が創業来培ってきた“モノヅクリのＤＮＡ”を発展継承させ、完成度の高い装置を製造出来るよう努めて参りま

す。

　なお、当中間連結会計期間において、当社では太陽電池事業部を設立し、太陽電池製造装置事業を本格的に展開し

ていくことといたしました。太陽電池製造装置市場はまさに市場の勃興期にあたり、今後の大きな成長が予測されて

おります。当社では、市場が立ち上がろうとするまさに現段階からメインプレイヤーとして存在感を高めていくため

に、太陽電池を一つの事業部に集約して経営資源を集中投下すると共に社外資源も有効活用することで、洗浄装置以

外の装置も含めた太陽電池製造ラインの一括販売を目指して参ります。

　また、この中間連結会計期間において、当社の連結子会社であったエス・イー・テクノ株式会社の非連結化を行い

ました。同社は従来より自主経営路線を敷いておりましたが、より独立色を高めフラットパネル製造装置事業に特化

したいという同社の要請に加え、当社においても半導体洗浄装置事業の強化と太陽電池製造装置事業の発展に全経営

資源の投入を図ることが、企業価値の最大化という観点から望ましいと判断し、当社の有するエス・イー・テクノ株

式会社の株式を一部売却いたしました。

 

(5）親会社等に関する事項

 　　 該当事項はありません。　

 

 （6）内部管理体制の整備・運用状況

　当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え

方及びその整備状況」に記載しております。
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３．経営成績および財政状態

(1）経営成績

  当中間連結会計期間における半導体業界は、新興地域における携帯電話やパソコン需要など当初から見込まれてい

た半導体製品の底堅い需要に加え、先進国地域においても第三世代携帯電話への切り替えの加速やデジタルカメラの

高級志向化、iPodに代表されるデジタル音楽プレイヤーの普及といった様々な用途に向けたフラッシュメモリーのニー

ズの拡大、来年初頭に予定されているウインドウズ ビスタ発売に備えたDRAM需要の増大など、全般として堅調な環境

が続いております。そのため、半導体製造メーカーの設備投資行動は意欲的であり、当社の属する半導体製造装置業

界においても、市場全体が拡大しその足取りがより強固なものになりつつあります。この様な環境の下で、当社グルー

プでは、工場稼働率も高水準となっており、当面は好調な受注状況が継続するものと予想しているため、生産資源の

確保に全力を注ぐ状況が続いております。

　当中間連結会計期間における新規受注高は前年同期の7,694百万円から7,067百万円増加して14,761百万円となりま

した（単体での新規受注高は、前中間会計期間は5,999百万円でしたが、当中間会計期間は7,980百万円増加して13,979

百万円となりました）。なお、納入延期依頼を受け期日が定まらないために経理上受注取消処理をした受注差引分と

エス・イー・テクノ株式会社の非連結化に伴う受注差引分を控除したネットでの受注高は14,238百万円となりました

（前中間連結会計期間は7,605百万円。単体でのネット受注高は前中間会計期間の5,911百万円に対し、当中間会計期

間は8,066百万円増加の13,977百万円となりました）。その結果、当中間連結会計期間末の受注残高は、前中間連結会

計期間末の受注残高5,972百万円に対し、6,116百万円増加の12,088百万円となりました（単体受注残高は、前中間会

計期末の4,545百万円に対し、当中間会計期末は12,016百万円）。

　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16.5％、韓国向け23.6％、中国向けおよび台湾向

け47.7％、その他向け12.2％となっており、製品別では、多槽式が86.0％、単槽式および枚葉式他が14.0％となって

おります。また、納入時期別では、本年１２月までが52.2％、来年３月までが39.4％、来年４月以降が8.4％となって

おります。

　売上高についても、良好な状況にあります。当第１四半期は前連結会計年度末の受注残が順調に売上として転じた

ため、当初から底堅いスタートとなりました。また、第２四半期においても好調な第１四半期の受注が順調に売上と

して計上されるにいたり、当中間連結会計期間における売上高は過去最高の中間売上高である11,259百万円には若干

及ばなかったものの、ほぼそれに匹敵する売上高10,878百万円（前年同期は6,672百万円）を記録することができ、ま

た、単体での売上高については平成１７年３月期中間の売上高10,004百万円を上回り過去最高の10,645百万円を達成

いたしました（前年同期は4,962百万円）。

　損益面では、当社の連結子会社であったエス・イー・テクノ株式会社にてフラットパネルディスプレイ事業におい

て滞留していた仕掛りおよび在庫資産を一括償却したため、売上総利益は1,962百万円にとどまりましたが、半導体事

業は好調な状況が続き単体では2,633百万円の売上総利益となりました。なお、当社ではエス・イー・テクノ株式会社

の株式を一部売却しており、下期においては連結でも売上総利益率の改善を見込んでおります。

　また、営業損益については、売上高が増加したことと販売管理費が前年同期の1,900百万円に比べて310百万円減少

し1,590百万円となったこともあり、当中間連結会計期間は372百万円の営業利益となりました（単体では、1,247百万

円の営業利益となっております）。なお、販売管理費の減少は、前中間連結会計期間にフラットパネルディスプレイ

事業向けに多額の研究開発費を計上していたエス・イー・テクノ株式会社が連結対象外になったこと、また、単体で

も当中間会計期間計上予定の研究開発を下期に重点的に実施する事によるものであります。なお、当中間会計期間に

おける主な研究開発は①主として後工程向け枚葉装置の開発および仕様調整、また、②バッチ式洗浄機の機能強化と

標準化・ユニット化開発等を行っております。

　経常損益については、連結では上述のフラットパネルディスプレイ事業の赤字の影響もあり、当中間連結経常利益

は226百万円にとどまりました。単体では半導体関係において同品種装置の量産効果が効いたこともあり、前中間会計

期間では経常損失が1,124百万円であったのに対し、当中間会計期間では1,134百万円の経常利益を上げることが出来

ることとなりました。

なお、当中間連結会計期間中に、エス・イー・テクノ株式会社において大きな損失の発生が明らかになったため単体

で子会社株式の価値減少に備えて評価損288百万円を引き当てております。また、同社株式の一部売却をすすめ、当社

による持株比率を14.9%迄引き下げました。これにより連結で431百万円の特別利益を計上しております。その結果、

連結ベースでの中間純利益は915百万円、単体の中間純利益は926百万円となりました。
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(2）財政状態

  当中間連結会計期間末の資産合計は28,529百万円となり、前連結会計年度末の25,659百万円に対して2,869百万円

増加しました。これは前連結会計年度末に対して受注残高が増加するなど営業活動、生産活動の活発化を背景とし、

営業債権や棚卸資産が増加したことなどによるものであります。項目別では、受取手形および売掛金および棚卸資産

の合計は、前連結会計年度末では10,946百万円となっておりましたが、当中間連結会計期間末では12,750百万円とな

りました。なお、エス・イー・テクノ株式会社は、この中間連結会計期間末では連結対象外の会社となったため、連

結貸借対照表にはエス・イー・テクノ株式会社の分は組み入れておりません。

　流動負債は、支払手形および買掛金が生産活動の活発化に伴い前連結会計年度末4,866百万円に対して当中間連結

会計期間末では6,627百万円となりました。また、当中間連結会計期間末時点においてその他流動負債には未払金1,051

百万円が含まれておりますが、これはエス・イー・テクノ株式会社から当社への太陽電池事業の譲渡に伴う平成19年

3月末日を期日とした対価の未払476百万円等によります。なお、短期借入金、1年内返済長期借入金および1年内償還

予定の社債の合計は前連結会計年度末の9,235百万円から856百万円減少の8,379百万円となりました。

　固定負債は、当中間連結期間において、東京都民銀行をアレンジャーとしたシンジケートローンの実行による増加

はありましたが、新株予約権付社債の権利行使による社債の減少もあり、前連結会計年度末の2,776百万円に対し当

中間連結会計期間末では2,026百万円となりました。

　純資産合計につきましては、新株予約権の行使による資本金および資本剰余金の増加や利益剰余金の増加もあり、

前連結会計年度末の株主資本合計7,749百万円に対して、当中間連結会計期間末の純資産合計は9,781百万円となりま

した。この結果、当中間会計期間末の自己資本比率は34.3%となり、前連結会計年度末の30.2%より4.1%増加いたしま

した。

 当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

  当中間連結会計期間における現金および現金同等物は、前連結会計年度末の5,876百万円に対して、1,577百万円

増加の7,454百万円となりました。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)

 売上債権の増加1,549百万円や棚卸資産の増加1,431百万円もありましたが、税金等調整前当期純利益658百万円、

減価償却費337百万円、仕入債務の増加3,227百万円もあり、営業活動によるキャッシュ・フローは1,170百万円の

増加となりました。 

 (投資活動によるキャッシュ・フロー)  

  連結の範囲の変更に伴う子会社株式の売却による支出1,134百万円や有形固定資産の取得による支出137百万円な

どにより、投資活動によるキャッシュ・フローは1,333百万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)

　 社債の償還による支出1,508百万円や短期借入金の返済による支出1,575百万円がありましたが、短期借入によ

る収入3,507百万や長期借入金による収入1,800百万円などにより、財務活動によるキャッシュ・フローは1,742百

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18年3月期  平成19年3月期

中間期 期末 中間期

 自己資本比率(%) 33.8 30.2 34.3

 時価ベースの自己資本比率(%) 56.0 49.6 43.0

 流動比率（％） 122.6 122.1 129.0

 インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) － － 13.5

 　　　(注) 自己資本比率　　　　　　　　　　　: 自己資本/総資産

 　　　　　 時価ベースの自己資本比率　　　　　: 株式時価総額/総資産

 　　　　　 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。有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち、短期借入金、1年内償還予定社債、社債・長期借入金を対象

としております。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。
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(3）通期の見通し

　通期の見通しとしては、メモリーの最終需要が力強い状況にあり、また、その需要に見合った供給をするためにメ

モリーメーカーにおいて多額の設備投資を計画していることから、半導体製造装置業界もメモリー系装置を中心に当

面は活況な状況が続くものと予想されます。当社においても、バッチ式洗浄装置の受注残が高水準であり、足下の勢

いとしても受注・引き合い共に旺盛であること、枚葉装置についても国内および海外の半導体メーカーから引き合い

を得られる様になっていることから、通期の売上見通しについては明るい展望を持っております。ただし、平成19年

3月の出荷についてはまだ確定しない要素もあるため、現時点では下期の売上高等の業績予測については、本年10月10

日に公表したお知らせからの変更はございません。

なお、太陽電池事業については、当連結会計年度中の売上寄与分はまだ金額的にはわずかではありますが、出荷自体

は当連結会計年度中には始まる見通しであり、シリコンの増産拡大と歩調を合わせて太陽電池メーカーによる設備投

資も増加していくものと思われます。

以上のような状況認識の下、連結、単体共に過去最高の売上高を記録する見込であり、それに伴って単体では創業以

来最高の経常利益、当期純損益を計上する見通しとなっております。

 

①　連結ベース （単位：百万円）

売上高 経常利益 当期純利益

通期 （H18／４月～H19／３月） 21,850 1,270 1,950

②　単体ベース （単位：百万円）

売上高 経常利益 当期純利益

通期 （H18／４月～H19／３月） 21,600 2,150 1,960

　（注）　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。
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(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、長い間顧客のニーズに応じた

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（当中間会計期間におい

ては、単体では売上高上位10社で売上高の98.1％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、一旦顧客の

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、顧客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．中間連結財務諸表等
(1）中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金 ※３  5,609,682   8,464,514   6,886,676  

２．受取手形及び売
掛金

※2,3,5  6,342,677   7,367,777   6,856,101  

３．棚卸資産   2,717,676   5,382,435   4,089,931  

４．繰延税金資産   163,741   266,756   195,253  

５．その他   129,974   118,795   260,944  

    貸倒引当金   －   △25,122   △7,312  

流動資産合計   14,963,752 66.6  21,575,156 75.6  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 2,805,892   2,411,921   2,706,317   

 (2)機械装置及び運
搬具

※1,3 1,174,274   633,177   912,669   

(3)土地 ※３ 2,069,368   1,654,076   2,069,368   

(4)その他 ※1,3 133,732 6,183,268 27.6 167,490 4,866,665 17.1 125,704 5,814,060 22.7

２．無形固定資産           

 (1)のれん  －   680,674   －   

 (2)その他  181,567 181,567 0.8 26,434 707,109 2.5 124,487 124,487 0.5

３．投資その他の資
産

          

(1)投資有価証券 ※３ 676,937   773,310   774,933   

(2)繰延税金資産  48,771   －   48,307   

(3)その他  433,580   630,248   637,697   

貸倒引当金  △30,111 1,129,179 5.0 △27,361 1,376,198 4.8 △27,811 1,433,126 5.6

固定資産合計   7,494,015 33.4  6,949,973 24.4  7,371,675 28.8

Ⅲ　繰延資産   3,725 0.0  4,316 0.0  6,583 0.0

資産合計   22,461,492 100.0  28,529,446 100.0  25,659,852 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

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

※５  3,580,806   6,627,418   4,866,866  

２．短期借入金 ※３  5,449,048   7,819,908   6,844,908  

３．１年内償還予定
社債

  2,311,000   560,000   2,391,000  

４．未払法人税等   41,207   40,592   37,715  

５．賞与引当金   160,522   316,637   253,387  

６．製品保証引当金   93,130   156,626   67,331  

７．その他   568,120   1,200,292   511,717  

流動負債合計   12,203,835 54.3  16,721,475 58.6  14,972,926 58.4

Ⅱ　固定負債           

１．社債   730,000   210,000   890,000  

２．長期借入金 ※３  1,438,000   1,516,999   1,508,000  

３．退職給付引当金   200,943   141,873   244,166  

４．繰延税金負債   91,024   138,381   114,488  

５．その他   19,600   19,600   19,600  

固定負債合計   2,479,567 11.0  2,026,855 7.1  2,776,254 10.8

負債合計   14,683,403 65.3  18,748,330 65.7  17,749,181 69.2
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（少数株主持分）           

少数株主持分   192,975 0.9  － －  160,960 0.6

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   6,574,428 29.3  － －  6,574,428 25.6

Ⅱ　資本剰余金   1,080,173 4.8  － －  1,080,173 4.2

Ⅲ　利益剰余金   △244,095 △1.1  － －  △143,487 △0.5

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  181,435 0.8  － －  239,570 0.9

Ⅴ　為替換算調整勘定   3,383 0.0  － －  9,342 0.0

Ⅵ　自己株式   △10,211 △0.0  － －  △10,315 △0.0

資本合計   7,585,113 33.8  － －  7,749,711 30.2

負債、少数株主持分及
び資本合計

  22,461,492 100.0  － －  25,659,852 100.0

           

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本           

　１.　資本金   － －  7,075,928 24.8  － －

　２.　資本剰余金   － －  1,581,673 5.5  － －

　３.　利益剰余金   － －  915,093  3.2  － －

　４.　自己株式   － －  △11,092 △0.0  － －

　　株主資本合計   － －  9,561,602 33.5  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１. その他有価証券評価

差額金
  － －  212,091 0.8  － －

　２.　為替換算調整勘定   － －  7,421 0.0  － －

評価・換算差額等合計   － －  219,512 0.8  － －

純資産合計   － －  9,781,115 34.3  － －

負債純資産合計   － －  28,529,446 100.0  － －

           

－ 11 －



(2）中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（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）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   6,672,052 100.0  10,878,869 100.0  13,894,407 100.0

Ⅱ　売上原価   5,986,674 89.7  8,916,159 82.0  11,455,071 82.4

売上総利益   685,377 10.3  1,962,709 18.0  2,439,336 17.6

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※１  1,900,347 28.5  1,590,287 14.6  3,531,597 25.5

営業利益又は営業損失
(△）

  △1,214,969 △18.2  372,421 3.4  △1,092,261 △7.9

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  6,725   4,089   17,723   

２．受取配当金  5,031   4,039   6,576   

３．資産賃貸収入  18,022   17,251   35,217   

４．その他  3,276 33,056 0.5 9,161 34,540 0.3 11,042 70,560 0.5

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  86,416   88,841   176,275   

２．社債発行費償却  1,241   2,266   4,533   

３．手形売却損  12,582   30,249   26,486   

４．支払手数料  18,210   －   26,704   

５．為替差損  18,886   29,803   22,219   

６．その他  16,841 154,178 2.3 28,842 180,004 1.6 22,555 278,775 2.0

経常利益又は経常損
失(△）

  △1,336,091 △20.0  226,958 2.1  △1,300,476 △9.4

Ⅵ　特別利益           

１．貸倒引当金戻入益  －   －   1,900   

２．賞与引当金戻入益  28,789   －   28,789   

３．子会社株式売却益  －   431,974   －   

４．その他  247 29,036 0.4 － 431,974 4.0 248 30,937 0.2

Ⅶ　特別損失           

１．投資有価証券売却
損

 －   －   －   

２．固定資産売却損 ※２ 33   －   33   

３．固定資産除却損 ※３ 17,985   －   19,316   

４．役員退職慰労金  10,700   －   10,700   

５. 減損損失 ※４ 396,205   －   396,205   

６．その他  1,111 426,036 6.4 － － － 711 426,966 3.0

税金等調整前中間純
利益又は税金等調整
前中間(当期)純損失
(△）

  △1,733,090 △26.0  658,932 6.1  △1,696,505 △12.2

法人税、住民税及び
事業税

 20,370   20,356   35,562   

法人税等調整額  45,639 66,009 1.0 △89,729 △69,373 △0.6 △1,560 34,001 0.3

少数株主利益又は少
数株主損失（△）

  △106,429 △1.6  △187,560 △1.7  △138,444 △1.0

中間純利益又は中間
(当期)純損失(△）

  △1,692,670 △25.4  915,866 8.4  △1,592,062 △11.5

           

－ 12 －



(3）中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

 　　　

　　　中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（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   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

 65,000 65,000 65,000 65,000

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

  1,080,173  1,080,173

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   1,619,319  1,619,319

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１．中間(当期)純利益  － － － －

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１．配当金  170,744  170,744  

２．中間(当期)純損失  1,692,670 1,863,415 1,592,062 1,762,807

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

  △244,095  △143,487

      

－ 13 －



 　　中間連結株主資本等変動計算書

 　　　　当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本

     合計

平成18年３月31日　残高　　　
（千円）

6,574,428 1,080,173 △143,487  △10,315 7,500,799 

中間連結会計期間中の変動額      

新株の発行 501,500 501,500   1,003,000

中間純利益   915,866  915,866

自己株式の取得    △777 △777

連結子会社減少に伴う　　　　
利益剰余金増加高

  142,714  142,714 

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

     

中間連結会計期間中の変動額合計　
　　　　　　　

 （千円）
501,500 501,500 1,058,580 △777 2,060,803

平成18年９月30日　残高　 　　　
（千円）

7,075,928 1,581,673 915,093 △11,092 9,561,602

評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産合計その他

有価証券

評価差額金

為替換算

調整勘定

評価・換算　

 差額等合計

平成18年３月31日　残高　　　
                     （千円）　
　　

239,570 9,342 248,912 160,960 7,910,671

中間連結会計期間中の変動額      

新株の発行     1,003,000

中間純利益     915,866

自己株式の取得     △777

連結子会社減少に伴う　　　　
利益剰余金増加高

    142,714 

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

△27,479 △1,920 △29,399 △160,960 △190,359

中間連結会計期間中の変動額合計
　

 （千円）
△27,479 △1,920 △29,399 △160,960 1,870,443

平成18年９月30日　残高
（千円）

212,091 7,421 219,512 - 9,781,115

－ 14 －



(4）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
(自　平成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） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動による
キャッシュ・フロー

    

税金等調整前中間(当
期)純利益又は税金等
調整前中間(当期)純
損失(△)

 △1,733,090 658,932 △1,696,505

減価償却費  376,564 337,307 828,180

減損損失  396,205 － 396,205

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

 △1,289 17,351 6,123

賞与引当金の増減額
（減少：△）

 △64,730 80,488 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：△）

 △61,121 89,294 △86,920

退職給付引当金の増
減額 （減少：△）

 51,270 16,382 94,493

受取利息及び受取配
当金

 △11,757 △7,909 △24,299

子会社株式売却益  － △431,974 －

支払利息  86,416 89,437 176,275

為替差損益　　　
（差益：△）

 1,776 △1,699 13,643

社債発行費償却  1,241 2,266 4,533

有形固定資産売却損  33 － 33

有形固定資産除却損  17,985 － 19,316

売上債権の増減額
 （増加：△）

 435,506 △1,549,585 △78,808

棚卸資産の増減額
 （増加：△）

 744,981 △1,431,207 △626,789

仕入債務の増減額
 （減少：△）

 △1,413,599 3,227,090 △125,126

未払消費税等の増減
額（減少：△）

 △120,791 140,029 △270,453

その他  82,524 54,116 25,985

小計  △1,236,874 1,290,321 △1,340,977

利息及び配当金の受
取額

 11,664 7,808 23,996

利息の支払額  △87,295 △86,634 △181,499

法人税等の支払額  △21,711 △40,855 △30,693

役員退職慰労金の支
払額

 △10,700 － △10,700

営業活動による
キャッシュ・フロー

 △1,344,916 1,170,640 △1,539,873

－ 15 －



  
前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
(自　平成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） 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

 △66,000 △66,000 △332,000

定期預金の払戻によ
る収入

 623,600 60,000 683,600

投資有価証券の取得
による支出

 △4,833 △44,619 －

投資有価証券の売却
による収入

 2,007 4 2,000

有形固定資産の取得
による支出

 △530,070 △137,950 △543,183

無形固定資産の取得
による支出

 △1,638 △321 △8,979

連結の範囲の変更を
伴う子会社株式の売
却による支出 

 － △1,134,693 －

その他  △12,107 △9,750 △10,042

投資活動による
キャッシュ・フロー

 10,958 △1,333,330 △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  7,667,108 3,507,000 16,551,324

短期借入金の返済に
よる支出

 △7,802,108 △1,575,000 △15,428,324

長期借入による収
入 

 1,100,000 1,800,000 1,800,000

長期借入金の返済に
よる支出

 △212,540 △481,000 △704,680

社債の発行による収
入

 － － 293,850

社債の償還による支
出

 △60,065 △1,508,000 △120,129

自己株式の取得によ
る支出

 △164 △777 △268

配当金の支払額  △168,724 － △169,153

財務活動による
キャッシュ・フロー

 523,505 1,742,222 2,222,618

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 5,991 △1,687 △1,618

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増減額(減少：△)

 △804,461 1,577,844 472,521

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 5,403,794 5,876,316 5,403,794

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

 ※１ 4,599,332 7,454,160 5,876,316

－ 16 －



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

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）

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　　３社

主要な連結子会社名

エス・イー・エス　エクシード

㈱

S.E.S.INTERNATIONAL TAIWAN 

INC.

S.E.S.INTERNATIONAL 

SHANGHAI CO.,LTD.

  なお、前連結会計年度におい

て連結子会社でありましたエ

ス・イー・テクノ㈱は、同社株

式の一部を売却したことにより

連結の範囲から除いております。

　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．連結子会社の中間決算日

(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㈱の中間決算日は３月31日で

あります。

　中間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、中間

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.の中間決算日は

６月30日であります。

　中間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、６月

30日現在の中間財務諸表を採用して

おりますが、中間連結決算日との間

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。

　連結子会社のうち、

S.E.S.INTERNATIONAL TAIWAN 

INC.およびS.E.S.INTERNATIONAL 

SHANGHAI CO.,LTD.の中間決算日は

６月30日であります。

　中間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、６月

30日現在の中間財務諸表を採用して

おりますが、中間連結決算日との間

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。

 

 

　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

　中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部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

その他有価証券　　

 時価のあるもの

  中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定）

(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

②　棚卸資産

　　　　 同左

 

②　棚卸資産

同左

 

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

 

    　

 

 　　　

－ 17 －



項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

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）

(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、当社および国内連結子

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。

(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、当社および国内連結子

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。

(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、当社および国内連結子

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 

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 

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。

 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。

 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

　定額法を採用しております。

のれんについては５年の定額法

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

　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。

 (3）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

権およ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。

 (3）重要な引当金の計上基準

 　①　貸倒引当金

 　 　　　　同左

 

 

 

 

 (3）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
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

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）

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

当中間連結会計期間の負担額を

計上しております。 

  なお、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

       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　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　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。

  なお当中間連結会計期間にお

ける計上はありません。 

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

退職給付債務および年金資産の

見込額に基づき、当中間連結会

計期間末において発生している

と認められる額を計上しており

ます。

　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

退職給付債務および年金資産の

見込額に基づき、当中間連結会

計期間末において発生している

と認められる額を計上しており

ます。

　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、当連結会計年度末における

退職給付債務および年金資産の

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
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

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）

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

　　　　 同左

⑤　製品保証引当金

　　 　　同左　　

(5）重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、中間連

結決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。

　なお、在外子会社等の資産およ

び負債は、中間連結決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、収

益およ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

本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、中間連

結決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。

　なお、在外子会社等の資産およ

び負債は、中間連結決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、収

益および費用は期中平均相場によ

り円貨に換算し、換算差額は純資

産の部における為替換算調整勘定

に含めて計上しております。

(5）重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準

　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およ

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、収益お

よ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、当社および国内連結子会社

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

   

４．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

　手許現金、随時引出し可能な預金

およ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

 

同左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

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）

 (固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間連結会計期間より、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」

(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

税金等調整前中間純損失は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

後の中間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。

 　　　──────────  (固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間連結会計年度より、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」

(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

後の中間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。

  　　　──────────  （貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準）

　当中間連結会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準」（企

業会計基準第５号　平成17年12月９日）及

び「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」（企業会計基準

適用指針第８号　平成17年12月９日）を適

用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金

額は9,781,115千円であります。

　なお、当中間連結会計期間における中間

連結貸借対照表の純資産の部については、

中間連結財務諸表等規則の改正に伴い、改

正後の中間連結財務諸表等規則により作成

しております。

  　　　──────────
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表示方法の変更 

前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

 (中間連結貸借対照表)

　「機械装置及び運搬具」は、前中間連結会計期間まで、有形固定資

産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間連結会計期間

末において資産の総額の100分の5を超えたため区分掲記しております。

 (中間連結貸借対照表)

　　　　　　　　────────────　

　なお、前中間連結会計期間末の有形固定資産の「その他」に含まれ

ている「機械装置及び運搬具」の金額は1,016,096千円であります。 

　　　　　　　

　「一年内償還予定社債」は、前中間連結会計期間まで、流動負債の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間連結会計期間末に

おいて少数株主持分及び資本の合計の100分の5を超えたため区分掲記

しております。

　

　なお、前中間連結会計期間末の流動負債の「その他」に含まれてい

る「一年内償還予定社債」の金額は120,000千円であります。

 

 (中間連結損益計算書)

　「支払手数料」は、前中間連結会計期間まで、営業外費用の「その

他」に含めて表示しておりましたが、当中間連結会計期間において営

業外費用の総額の100分の10を超えたため区分掲記しております。

 (中間連結損益計算書)

　「支払手数料」は、当中間連結会計期間において、金額的重要性が

乏しくなったため、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりま

す。

　なお、前中間連結会計期間の営業外費用の「その他」に含まれてい

る「支払手数料」の金額は9,232千円であります。

　なお、当中間連結会計期間の営業外費用の「その他」に含まれてい

る「支払手数料」の金額は2,245千円であります。

 「為替差損」は、前中間連結会計期間まで、営業外費用の「その他」

に含めて表示しておりましたが、当中間連結会計期間において営業外

費用の総額の100分の10を超えたため区分掲記しております。  

　　　　

　なお、前中間連結会計期間の営業外費用の「その他」に含まれてい

る「為替差損」の金額は16,427千円であります。

　

 (中間連結キャッシュ・フロー計算書)

　「役員退職慰労金」は、前中間連結会計期間まで、区分掲記してお

りましたが、当中間連結会計期間より営業活動によるキャッシュ・フ

ローの「その他」に含めて掲記しております。

 (中間連結キャッシュ・フロー計算書)

　　　　　　　　　────────────

　なお、当中間連結会計期間の「その他」に含まれている「役員退職

慰労金」の金額は10,700千円であります。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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

 4,471,471千円  4,837,588千円  4,827,014千円

※２．　　　　──────── ※２．受取手形割引高 ※２．受取手形割引高

   1,086,750千円   374,050千円

※３．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。

※３．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。

※３．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。

(1）担保提供資産 (1）担保提供資産 (1）担保提供資産

現金及び預金 1,259,950千円

売掛金 745,626千円

建物及び構築物 2,722,753千円

 (153,985千円)

機械装置及び運搬具 37,901千円

 (37,901千円)

土地 2,068,884千円

 (121,320千円)

有形固定資産「その他」 1,124千円

 (1,124千円)

投資有価証券 543,045千円

計 7,379,286千円

 (314,332千円)

現金及び預金 1,259,954千円

売掛金 1,462,344千円

建物及び構築物 2,353,176千円

 ( 145,313千円)

機械装置及び運搬具 26,853千円

 ( 26,853千円)

土地 1,653,592千円

 ( 121,320千円)

有形固定資産「その他」 913千円

 ( 913千円)

投資有価証券 563,471千円

計 7,320,305千円

 ( 294,401千円)

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)

土地   1,653,592千円

 ( 121,320千円)

有形固定資産「その他」    990千円

 (  990千円)

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。

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務

短期借入金 3,469,048千円

長期借入金 813,000千円

計 4,282,048千円

短期借入金 5,094,908千円

長期借入金 617,000千円

計 5,711,908千円

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．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、当中間連結会計期間末における

借入実行残高はありません。

 ４．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。当中間連結会計期間末における借

入実行残高等は、次のとおりでありま

す。

貸出コミットメントの

総額
500,000千円

借入実行残高 500,000千円

借入未実行残高 0千円

 ４．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、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

末における借入未実行残高はありませ

ん。

 

※５．　　　　────────  ※５．当中間連結会計期間末日満期手形

 　　　当中間連結会計期間末日は金融機関の

休業日であるため、当中間連結会計期間

末に満期となる手形については、同日決

済されたものとして処理しており、その

金額は次のとおりであります。

 支払手形     6,306千円

 受取手形 135,702千円

 ※５．　　　　──────── 
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

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）

※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 297,642千円

賞与引当金繰入額 35,606千円

退職給付費用 26,769千円

減価償却費 34,373千円

研究開発費 778,764千円

給料手当 310,233千円

賞与引当金繰入額 74,449千円

退職給付費用 17,835千円

減価償却費 109,071千円

研究開発費 213,973千円

貸倒引当金繰入額 17,517千円

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．固定資産売却損の内容は次のとおりで

あります。

※２．　　　　─────── ※２．固定資産売却損の内容は次のとおりで

あります。

車両運搬具 33千円 機械及び装置       33千円

※３．固定資産除却損の内容は次のとおりで

あります。

※３．　　　　─────── ※３．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 17,974千円

車両運搬具 11千円

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

※４．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、賃貸

設備であり、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。

※４．　　　───────── ※４．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、賃貸

設備であり、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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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末　

株式数

当中間連結会計期間

増加株式数

当中間連結会計期間

減少株式数

当中間連結会計期間

末株式数

 発行済株式     

 普通株式　（注）１ 21,587,944 1,769,127 ─ 23,357,071

 合計 21,587,944 1,769,127 ─ 23,357,071

 自己株式     

 普通株式　（注）２ 38,818 1,270 ─ 40,088

 　　　　　 合計 38,818 1,270  ─ 40,088

 （注）１．普通株式の発行済株式総数の増加1,769,127株は、転換社債の転換による増加であります。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加1,270株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

　２．配当に関する事項

 （１）配当金支払額

 　　　　該当事項はありません。

　（２）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）
配当の原資 

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成18年11月14日

取締役会
普通株式 116 利益剰余金 5  平成18年９月30日  平成18年11月27日

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

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）

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に記載されている科

目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間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９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 5,609,682千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
　△1,010,350千円

現金及び現金同等物 4,599,332千円

現金及び預金勘定 8,464,514千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
 △1,010,354千円

現金及び現金同等物 7,454,160千円

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

－ 25 －



（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

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）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額お

よび中間期末残高相当額

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額お

よび中間期末残高相当額

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額お

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）

中間期
末残高
相当額
（千円）

建物及び構築
物

5,124 2,013 3,111

機械装置及び
運搬具

12,000 1,200 10,800

有形固定資産
「その他」

214,367 117,675 96,691

無形固定資産 33,161 20,828 12,333

合計 264,652 141,716 122,935

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

建物及び構築
物

5,124 2,745 2,379

機械装置及び
運搬具

13,278 3,600 9,678

有形固定資産
「その他」

127,761 54,747 73,014

無形固定資産 9,954 2,746 7,207

合計 156,117 63,839 92,278

 

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

有形固定資産
「その他」

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

ス料中間期末残高が有形固定資産の中間

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 　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。

(2)未経過リース料中間期末残高相当額等

　 未経過リース料中間期末残高相当額

(2)未経過リース料中間期末残高相当額等

　 未経過リース料中間期末残高相当額
(2)未経過リース料期末残高相当額

１年以内 45,606千円

１年超 77,329千円

合計 122,935千円

１年以内 33,346千円

１年超 58,932千円

合計 92,278千円

１年以内      36,645千円

１年超       71,801千円

合計        108,446千円

　なお、未経過リース料中間期末残高相

当額は、未経過リース料中間期末残高が

有形固定資産の中間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 　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。

(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

(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

(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 29,113千円

減価償却費相当額 29,113千円

支払リース料 24,343千円

減価償却費相当額 24,343千円

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 (4)減価償却費相当額の算定方法 (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。

　　　　　　　　同左 同左

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料

１年以内 16,189千円

１年超 12,299千円

合計 28,489千円

１年以内 31,836千円

１年超 5,611千円

合計 37,448千円

１年以内       27,040千円

１年超    12,691千円

合計       39,731千円

 

（減損損失について） （減損損失について） （減損損失について）

 　リース資産に配分された減損損失はあ

りません。

  リース資産に配分された減損損失はあ

りません。

  リース資産に配分された減損損失はあ

りません。
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（有価証券関係）

 前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在）

その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

(1)株式 192,224 455,389 263,165

(2)その他 178,622 221,548 42,925

合計 370,846 676,937 306,090

（注）表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。

 当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

(1)株式 236,842 534,708 297,866

(2)その他 178,824 238,600 59,775

合計 415,667 773,309 357,641

（注）表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。

 前連結会計年度末（平成18年３月31日現在）

その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額
（千円）

差額（千円）

(1)株式 192,223 508,316 316,092

(2)その他 178,723 266,616 87,892

合計 370,947 774,933 403,985

（注）表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。

（デリバティブ取引）

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１

日　至平成18年９月30日）および前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　　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。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月

１日　至平成18年９月30日）および前連結会計年度（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。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月

１日　至平成18年９月30日）および前連結会計年度（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に占める「本邦」の割合が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

 
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

北米 アジア その他地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 514,864 3,677,225 25,340 4,217,430

Ⅱ　連結売上高（千円）    6,672,052

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に

占める割合（％）
7.7 55.1 0.4 63.2

 

 
当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

北米 アジア その他地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 9,665 9,676,751 16,428 9,702,845

Ⅱ　連結売上高（千円）    10,878,869

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に

占める割合（％）
0.1 88.9 0.2 89.2

 

 
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）

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

（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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

品目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

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）

半導体ウエーハ洗浄装置 4,175,261 10,746,818 9,715,522

その他装置 1,290,748 186,331 2,354,653

部品・保守 693,105 715,603 1,603,620

合計 6,159,115 11,648,753 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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

品目

前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

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）

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高

半導体ウエーハ洗浄装置 5,777,471 4,506,111 12,813,660 10,860,640 14,884,401 8,076,121

その他装置 1,240,606 1,153,400 222,630 343,800 1,446,206 325,300

部品・保守 588,701 312,737 1,202,292 884,020 1,255,024 327,325

合計 7,606,778 5,972,248 14,238,583 12,088,460 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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

品目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

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）

半導体ウエーハ洗浄装置 4,582,419 10,029,141 10,119,340

その他装置 1,272,310 204,130 2,306,010

部品・保守 817,322 645,597 1,469,057

合計 6,672,052 10,878,869 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．前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間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

前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

株式会社ハイニックス・セミコンダクター・

ジャパン
－ － 4,443,000 40.8

岩谷産業株式会社 1,603,275 24.0 2,548,954 23.4

日本サムスン株式会社 1,306,349 19.6 2,272,081 20.9

ＬＧジャパン株式会社 896,400 13.4 － －

（注）株式会社ハイニックス・セミコンダクター・ジャパン、岩谷産業株式会社、日本サムスン株式会社およびＬＧジャパン株式会社は商社

であり、株式会社ハイニックス・セミコンダクター・ジャパンを通じてハイニックスセミコンダクター社へ、岩谷産業株式会社を通じて

主にPowerchip Semiconductor 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、ＬＧジャパン株式会社に対する当中間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。）
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