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１.平成20年３月期第３四半期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年12月31日） 

 (1)連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

 売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期） 
純 利 益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年3月期第3四半期 14,275  △6.4 △66     － △266 － △423 － 

19年3月期第3四半期 15,256  78.4 945     － 747     － 1,399      － 

（参考）19年3月期  22,033  － 1,623     － 1,335     － 2,091      － 

 

 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
20年3月期第3四半期 △17 66 － －

19年3月期第3四半期 61 69 54 62

（参考）19年3月期  91 53 83 01

（注）持分法投資損益   20年3月期第3四半期     －百万円 19年3月期第3四半期   －百万円  19年3月期    －百万円 

    

 (2) 連結財政状態 

 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 
20年3月期第3四半期 26,221 10,045 38.3  418 60 

19年3月期第3四半期 29,270 10,135 34.6  433 95 

（参考）19年3月期  29,178 11,261 38.6  469 27 

（参考）自己資本  20年3月期第3四半期  10,045 百万円 19年3月期第3四半期 10,135 百万円  19年3月期 11,261 百万円 

２.配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 第3四半期末 

     円 銭
19年3月期第3四半期  － －

20年3月期第3四半期  － －

 

３.平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

  （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり  

当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円    ％ 円 銭

通 期 20,300 △7.9 750 △53.8 450 △66.3 150 △92.8 6 25 
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４.その他 

 （1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無 

 （2）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 有 

 （3） 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無  ： 有 

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

 （4）発行済株式数（普通株式） 

  ① 期末発行済株式数（自己株含む）20年3月期第3四半期 24,038,668株  19年3月期第3四半期 23,356,861株 19年3月期 24,038,668株

  ② 期末自己株式数         20年3月期第3四半期    40,790株 19年3月期第3四半期   40,298株  19年3月期   40,247株

 
 
 
（参考）個別業績の概要 
１.平成20年３月期第３四半期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年12月31日） 

 (1)個別経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

 売上高 営業利益 経常利益 
四半期（当期） 
純 利 益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年3月期第3四半期 14,131 △5.7 △242     － △424     － △541      － 

19年3月期第3四半期 14,993 122.9 1,778     － 1,614     － 1,372      － 

（参考）19年3月期 21,735  － 2,424     － 2,184     － 2,060      － 

 

 
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

20年3月期第3四半期 △22 57     －     －

19年3月期第3四半期 60 50 53 57

（参考）19年3月期 90 19 81 79

    

 (2)個別財政状態 （金額の表示：百万円未満切捨）

 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 

20年3月期第3四半期 25,921 9,769 37.7  407 08 

19年3月期第3四半期 29,132 9,973 34.2  426 99 

（参考）19年3月期 28,992 11,098 38.3  462 47 

（参考）自己資本 20年3月期第3四半期 9,769百万円 19年3月期第3四半期 9,973百万円 19年3月期 11,098百万円 

２.平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

  （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり  

当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通 期 20,100 △7.5 550 △77.3 300 △86.3 50 △97.6 2 08 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

1、 平成19年11月９日にお知らせいたしました連結及び個別の業績予想を修正しております。 
なお詳細については平成20年２月４日付け、「平成20年３月期 業績予想および配当予想の修正に関す

るお知らせ」をご覧ください。 
2、 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、実際の実績は予想数値と異なる
可能性があります。 

 

－  － 
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【定性的情報・財務諸表等】 
 

1. 連結経営成績に関する定性的情報 

    

 平成19年4月から12月までの第3四半期の業績の概要についてご報告いたします。 

 

（売上高） 

当第3四半期における半導体業界においては、一部DRAM製品の価格が年初に比べて約1/6に、中間期末時点に比べ

ても半値以下に落ち込むなど、価格が急速に下落いたしました。その様な市況の悪化を受け、半導体メーカーの投

資行動も抑え気味になり、当社におきましても、現在の売上の主力となっている半導体洗浄装置に関し、当初12月

に予定していた出荷が顧客先での都合により第4四半期にタイミングがずれ込むなどの影響が見られました。その結

果、当第３四半期の３ヶ月における売上高は2,911百万円にとどまり、累計での当期売上高は前年同期間の15,256百

万円に対し14,275百万円となりました。 

しかし、半導体製品の進化と共に中期的にはハードディスクドライブからNAND型フラッシュメモリーへ記憶媒体

が移行するなど半導体の新たな市場の創出が随所で見込まれる等の理由から設備投資の引き合いおよび受注残高は

高水準にあり、半導体メーカーでは投資実行のタイミングをうかがっている段階と当社では認識しております。 

 

（損益） 

損益については、当第3四半期の３ヶ月間における売上総利益は290百万円となりました。売上総利益の減少につ

いては、素材価格の高騰に伴う原材料価格および外注費等の人件費の上昇によって、装置の売価に占める変動費部

分が大きく上昇し限界利益が押し下げられたことが原因となっております。また、一部地域では価格競争が激化し、

装置の販売価格を引き下げざるを得なかったことも売上総利益の押し下げの一因となりました。 

そのため、累計での当期売上総利益は、中間期までの売上総利益2,359百万円と合算し2,649百万円となっておりま

す。 

また、販売管理費は累計で2,715百万円となっており、その結果、当期間においては営業損益段階で66百万円の営

業損失、経常損益段階で266百万円の経常損失、税金等調整前利益にて270百万円の損失となりました。これに税金

等調整を行い当第3四半期までの累計での当期損失は423百万円となりました。 

 

（受注の状況） 

受注についても、この第3四半期での３ヶ月間においては低い水準に留まり新規受注は3,102百万円となりました。

その結果、受注残高は10,586百万円となっております。 

一方、今後の受注を左右する引き合いについては堅調な情勢が続いております。先述のように半導体製造装置関

連については、半導体メーカーでは装置の発注又は投資の実行のタイミングを探っている段階にありますが、急速

な下落をしたDRAMの価格がメモリーメーカーによるこれまでの供給量削減や北京オリンピックによる需要の増加期

待によりようやく上昇に転じたこと、また、SSD搭載のノートパソコンがリリースラッシュを迎えるといったNANDフ

ラッシュメモリーの新しい用途向けの新しい需要が生じており、経済全体の不透明感などから現在は設備投資等が

停滞しているものの中期的には回復に向かうものと思われます。 

また、太陽電池製造装置関連については、既存の顧客に加え、従来は取引の無いアジアの太陽電池メーカーから

大きな関心をいただいております。太陽電池製造装置関連については、現段階では引き合い案件にとどまっており

ますが、当社工場にデモ機を設置してまもなくデモ評価を始めるため、順次受注案件に切り替わっていくものと思

われます。 

なお、受注残高の内訳としては、地域別構成金額は、国内が1,096百万円、韓国向けが4,651百万円、台湾向けが

972百万円、中国向けが3,074百万円、その他が791百万円となっております。なお、装置別では、バッチ式洗浄装置

が8,762百万円、枚葉式洗浄装置が360百万円、太陽電池製造装置が608百万円、その他が856百万円となっておりま

す。 
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2. 連結財政状態に関する定性的情報 

（財政状態の変動状況） 

連結ベースの総資産は、当第3四半期末は26,221百万円となり、前年度末の29,178百万円に対して、2,956百万円

減少いたしました。主な要因としては、棚卸資産の減少1,078百万円によるものであります。負債合計では、前年度

末の17,916百万円から1,740百万円減少の16,176百万円となりました。要因としては、支払手形及び買掛金が2,378

百万円減少したことによります。純資産につきましては、前年度末の11,261百万円より1,216百万円減少の10,045百

万円となりました。当第3四半期末の自己資本比率は、前年度末の38.6%から0.3%ポイント減少の38.3%となりました。

（前年同四半期末の自己資本比率は34.6%。） 

 

3. 連結業績予想に関する定性的情報 

通期（平成19年4月1日～平成20年3月31日）の業績見通しにつきましては、平成20年2月4日付の「平成20年3月期 

業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ」にてお知らせしていますように、以下のように修正いたします。 

現下の経済動向においては、いわゆる米国のサブプライムローンに端を発する問題が金融市場の混乱にとどまらず

実体経済にも波及するのではといった懸念が高まるなど、今後の景気全般への不透明感が高まっております。その

ため、半導体 終製品の消費回復の遅れの懸念もあり、第4四半期に予定されていた半導体メーカーの設備投資の一

部が来期にずれ込む可能性もあることから、従来予想では23,600百万円となっておりました売上高予想を、20,300

百万円と修正させていただきます。 

売上高の予想が上記の様に3,300百万円減少したことによって、期待されていた利益が減少したことに加え、原材

料価格および外注費等の変動費の上昇による損益分岐点売上高の押し上げなどをコストダウンによって当期中で吸

収しきるのが困難となっており、営業利益、経常利益、当期純利益につきましても、それぞれ従来予想の2,260百万

円、2,060百万円、2,020百万円を減額修正し、750百万円、450百万円、150百万円とさせていただきます。 

 

4.  その他    

（1） 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

該当事項はありません。 

（2） 会計処理の方法における簡便な方法の採用 

    中間財務諸表作成基準に準拠しつつ、投資家等の利害関係者の判断を大きく誤らせない範囲で、引当金の

計上基準等に一部簡便的な方法を採用しています。  

（3） 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

   （有形固定資産の減価償却方法の変更） 

    当連結会計年度より法人税法の改正に伴い、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産について、改

正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。また、平成19年３月31日以前に取得した有形

固定資産のうち償却可能限度額までの償却が終了しているものについては、取得価額の５％相当額と備忘価

額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却に含めて計上しております。なお、これによる損益に与

える影響額は軽微であります。 

    

－  － 
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５.企業集団の状況 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                                                           

                                       

                                       

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 

－  － 
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６.（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 ３ 四 半 期 

（平成18年12月31日）

平成20年３月期 
第 ３ 四 半 期 

（平成19年12月31日）
増減 

（参考） 
平成19年３月期 

（平成19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）
増減率 
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金 ※３ 6,875,623 6,423,484 △452,138  7,131,953

２．受取手形及び売掛金 ※３ 7,934,633 7,403,463 △531,169  7,848,713

３．棚卸資産  7,108,712 5,268,508 △1,840,204  6,346,917

４．繰延税金資産  236,673 274,745 38,071  373,526

５．その他  376,716 210,595 △166,120  309,775

貸倒引当金  △30,720 △27,294 3,425  △26,372

流動資産合計  22,501,639 76.9 19,553,503 74.6 △2,948,136 △13.1 21,984,513 75.3

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1)建物及び構築物 ※1,3 2,456,271 2,430,244 △26,026  2,456,053

(2)土地 ※３ 1,670,127 1,670,127 －  1,670,127

(3)その他 ※1,3 634,580 803,754 169,173  1,087,768

有形固定資産合計  4,760,979 16.3 4,904,127 18.7 143,147 3.0 5,213,949 17.9

２．無形固定資産    

（1）のれん  624,658 497,183 △127,474  607,283

 （2）その他  24,971 31,399 6,427  35,099

無形固定資産合計  649,630 2.2 528,582 2.0 △121,047 △18.6 642,383 2.2

３．投資その他の資産    

(1)投資有価証券 ※３ 751,051 593,733 △157,318  741,287

(2)その他  629,473 666,550 37,076  619,323

貸倒引当金  △25,011 △25,061 △50  △25,061

投資その他の資産合計  1,355,514 4.6 1,235,223 4.7 △120,291 △8.9 1,335,550 4.6

固定資産合計  6,766,124 23.1 6,667,932 25.4 △98,191 △1.5 7,191,883 24.7

Ⅲ 繰延資産    

１．社債発行費  3,183 512 △2,670  2,050

繰延資産合計  3,183 0.0 512 0.0 △2,670 △83.9 2,050 0.0

資産合計  29,270,947 100.0 26,221,948 100.0 △3,048,998 △10.4 29,178,446 100.0

    

－  － 
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平成19年３月期 
第 ３ 四 半 期 

（平成18年12月31日）

平成20年３月期 
第 ３ 四 半 期 

（平成19年12月31日）
増減 

（参考） 
平成19年３月期 

（平成19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）
増減率 
（％） 

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  6,336,884 4,382,874 △1,954,009  6,761,057

２．短期借入金 ※３ 9,205,158 9,395,332 190,173  8,093,758

３．未払法人税等  50,902 36,964 △13,937  66,091

４．賞与引当金  180,538 140,481 △40,056  356,549

５．役員賞与引当金 ※５ － 3,300 3,300  35,000

６．製品保証引当金  165,958 166,832 874  239,849

７．その他  1,570,155 703,510 △866,645  1,105,503

流動負債合計  17,509,597 59.8 14,829,295 56.6 △2,680,301 △15.3 16,657,810 57.1

Ⅱ 固定負債    

１．社債  180,000 120,000 △60,000  180,000

２．長期借入金 ※３ 1,168,000 991,668 △176,332  869,000

３．退職給付引当金  132,283 186,509 54,226  190,270

４．繰延税金負債  125,767 29,318 △96,448  －

５．その他  19,600 19,600 －  19,600

固定負債合計  1,625,650 5.6 1,347,095 5.1 △278,554 △17.1 1,258,870 4.3

負債合計  19,135,247 65.4 16,176,391 61.7 △2,958,856 △15.5 17,916,680 61.4

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

 １.資本金  7,075,928 24.2 7,245,928 27.6 170,000 2.4 7,245,928 24.8

 ２.資本剰余金  1,581,673 5.4 1,751,673 6.7 170,000 10.7 1,751,673 6.0

 ３.利益剰余金  1,281,851 4.3 949,940 3.6 △331,910 △25.9 1,974,060 6.8

 ４.自己株式  △11,223 △0.0 △11,517 △0.0 △293 － △11,184 △0.0

  株主資本合計  9,928,229 33.9 9,936,025 37.9 7,795 0.1 10,960,478 37.6

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １. その他有価証券評価
差額金 

 196,807 0.7 106,030 0.4 △90,776 △46.1 293,574 1.0

 ２. 為替換算調整勘定  10,663 0.0 3,501 0.0 △7,161 △67.2 7,712 0.0

評価・換算差額等合計  207,470 0.7 109,531 0.4 △97,938 △47.2 301,287 1.0

純資産合計  10,135,699 34.6 10,045,557 38.3 △90,142 △0.9 11,261,765 38.6

負債純資産合計  29,270,947 100.0 26,221,948 100.0 △3,048,998 △10.4 29,178,446 100.0

    

－  － 
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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 ３ 四 半 期 

（自 平成18年４月１日
         至 平成18年12月31日）

平成20年３月期 
第 ３ 四 半 期 

(自 平成19年４月１日
  至 平成19年12月31日)

増減 

（参考） 
平成19年３月期 

(自 平成18年4月１日 
  至 平成19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）
増減率 
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  15,256,568 100.0 14,275,028 100.0 △981,539 △6.4 22,033,190 100.0

Ⅱ 売上原価  11,645,417 76.3 11,625,370 81.4 △20,047 △0.2 16,456,197 74.7

売上総利益  3,611,151 23.7 2,649,658 18.6 △961,492 △26.6 5,576,992 25.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 2,666,145 17.5 2,715,725 19.1 49,580 1.9 3,953,400 17.9

営業利益又は営業損失
（△） 

 945,006 6.2 △66,067 △0.5 △1,011,073 － 1,623,591 7.4

Ⅳ 営業外収益  59,514 0.4 59,320 0.4 △193 △0.3 76,195 0.3

Ⅴ 営業外費用  256,816 1.7 259,528 1.8 2,711 1.1 363,902 1.7

経常利益又は経常損失
（△） 

 747,703 4.9 △266,274 △1.9 △1,013,978 － 1,335,884 6.0

Ⅵ 特別利益  432,220 2.8 － － △432,220 － 431,974 2.0

Ⅶ 特別損失  800 0.0 4,029 0.0 3,229 403.6 8,560 0.0

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純
損失（△） 

 1,179,124 7.7 △270,303 △1.9 △1,449,428 － 1,759,299 8.0

法人税、住民税及び事
業税 

 28,645 0.1 47,606 0.3 18,961 △272.4 44,908 0.2

法人税等調整額  △61,370 △0.4 105,830 0.7 167,200 － △189,667 △0.9

少数株主損失（△）  △187,560 △1.2 － － 187,560 － △187,560 △0.8

四半期(当期)純利益 
又は四半期純損失
（△） 

 1,399,410 9.2 △423,740 △3.0 △1,823,150 － 2,091,619 9.5

    

－  － 
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（3）連結株主資本等変動計算書 

連結株主資本等変動計算書 

  前第３四半期連結会計期間（自 平成 18 年４月１日  至 平成 18 年 12 月 31 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

第3四半期連結会計期間中の変動額      

新株予約権付社債の転換による 
新株の発行 

501,500 501,500   1,003,000

剰余金の配当   △116,785  △116,785

第3四半期純利益   1,399,410  1,399,410

自己株式の処分    △908 △908

連結子会社減少に伴う 
利益剰余金増加 

  142,714  142,714

株主資本以外の項目の第3四半期 
連結会計期間中の変動額（純額） 

     

第3四半期連結会計期間中の変動額合計

（千円）  
501,500 501,500 1,425,339 △908 2,427,430

平成18年12月31日 残高（千円） 7,075,928 1,581,673 1,281,851 △11,223 9,928,229

 

評価・換算差額等  

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

少数株主 

持分 
純資産合計

平成18年３月31日 残高（千円） 239,570 9,342 248,912 160,960 7,910,671

第3四半期連結会計期間中の変動額  

新株予約権付社債の転換による 

新株の発行 
 1,003,000

剰余金の配当  △116,785

第3四半期純利益  1,399,410

自己株式の取得  △908

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第3四半期 

連結会計期間中の変動額（純額） 
△42,763 1,320 △41,442 △160,960 △202,402

第3四半期連結会計期間中の変動額合計

（千円）  
△42,763 1,320 △41,442 △160,960 2,225,027

平成18年12月31日 残高（千円） 196,807 10,663 207,470 － 10,135,699

－  － 
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連結株主資本等変動計算書 

  当第３四半期連結会計期間（自 平成 19 年４月１日  至 平成 19 年 12 月 31 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19年３月31日 残高（千円） 7,245,928 1,751,673 1,974,060 △11,184 10,960,478

第3四半期連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当   △600,379  △600,379

第3四半期純利益   △423,740  △423,740

自己株式の取得    △387 △387

自己株式の処分  0  54 54

株主資本以外の項目の第3四半期 
連結会計期間中の変動額（純額） 

     

第3四半期連結会計期間中の変動額合計

（千円）  
－ 0 △1,024,119 △332 △1,024,452

平成19年12月31日 残高（千円） 7,245,928 1,751,673 949,940 △11,517 9,936,025

 

評価・換算差額等  

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

純資産合計 

平成19年３月31日 残高（千円） 293,574 7,712 301,287 11,261,765 

第3四半期連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当 △600,379 

第3四半期純利益 △423,740 

自己株式の取得 △387 

自己株式の処分 54 

株主資本以外の項目の第3四半期 

連結会計期間中の変動額（純額） 
△187,544 △4,211 △191,755 △191,755 

第3四半期連結会計期間中の変動額合計

（千円）  
△187,544 △4,211 △191,755 △1,216,208 

平成19年12月31日 残高（千円） 106,030 3,501 109,531 10,045,557 

－  － 
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 連結株主資本等変動計算書 

  前連結会計年度（自 平成 18 年４月１日  至 平成 19 年３月 31 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

連結会計年度中の変動額  

新株予約権付社債の転換による 

新株の発行 
671,500 671,500  1,343,000

剰余金の配当 △116,785  △116,785

当期純利益 2,091,619  2,091,619

自己株式の取得 △931 △931

自己株式の処分 61 61

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 

連結会計年度中の変動額（純額） 
 

連結会計年度中の変動額合計（千円）   671,500 671,500 2,117,548 △869 3,459,678

平成19年３月31日 残高（千円） 7,245,928 1,751,673 1,974,060 △11,184 10,960,478

 

評価・換算差額等  

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

少数株主 

持分 
純資産合計

平成18年３月31日 残高（千円） 239,570 9,342 248,912 160,960 7,910,671

連結会計年度中の変動額  

新株予約権付社債の転換による 
新株の発行 

 1,343,000

剰余金の配当  △116,785

当期純利益  2,091,619

自己株式の取得  △931

自己株式の処分  61

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 

連結会計年度中の変動額（純額） 
54,004 △1,629 52,374 △160,960 △108,585

連結会計年度中の変動額合計（千円）   54,004 △1,629 52,374 △160,960 3,351,093

平成19年３月31日 残高（千円） 293,574 7,712 301,287 － 11,261,765

 

－  － 
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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 ３ 四 半 期 

（自 平成18年４月１日 
                      至 平成18年12月31日） 

平成20年３月期 
第 ３ 四 半 期 

(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年12月31日) 

（参考） 
平成19年３月期 

(自 平成18年4月１日 
  至 平成19年3月31日) 

１．連結の範囲に関する事項  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、同社株式の一部を期中

に売却したことにより連結

の範囲から除いております

が損益については連結して

おります。 

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. 
    

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、同社株式の一部を期中

に売却したことにより連結

の範囲から除いております

が損益については連結して

おります。 

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、S.E.S. 

INTERNATIONAL TAIWAN INC.お

よびS.E.S.INTERNATIONAL 

SHANGHAI CO.,LTD.の第３四半

期決算日は９月30日でありま

す。 

 四半期連結財務諸表の作成

にあたっては、当該子会社に

ついては、９月30日現在の四

半期決算財務諸表を採用して

おりますが、四半期連結決算

日との間に生じた重要な取引

については連結上必要な調整

を行っております。 

同左  連結子会社のうち、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 

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） 

 

 

－  － 
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項目 

平成19年３月期 
第 ３ 四 半 期 

（自 平成18年４月１日 
                      至 平成18年12月31日） 

平成20年３月期 
第 ３ 四 半 期 

(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年12月31日) 

（参考） 
平成19年３月期 

(自 平成18年4月１日 
  至 平成19年3月31日) 

  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 

… 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 

 (2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

① 有形固定資産 

主として定率法を採用し

ております。 

 ただし、当社及び国内

連結子会社は、平成10年

４月１日以降に取得した

建物（建物附属設備を除

く）については、定額法

を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

建物及び構築物 

…3年～47年 

機械装置及び運搬具 

…2年～15年 

工具器具及び備品 

…2年～20年 

 また、在外連結子会社

については、見積耐用年

数に基づく定額法を採用

しております。 

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

① 有形固定資産 

 主として定率法を採用

しております。 

 ただし、当社及び国内

連結子会社は、平成10年

４月１日以降に取得した

建物（建物附属設備を除

く）については、定額法

を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

建物及び構築物 

…3年～50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。 

 （会計方針の変更） 

   当社および国内連結子会

社は、当連結会計年度よ

り、法人税法の改正に伴

い、平成19年４月１日以降

に取得した有形固定資産に

ついて、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に

変更しております。 

   これによる損益に与える

影響額は軽微であります。

 （追加情報） 

   当社および国内連結子会

社は、法人税法の改正に伴

い、平成19年３月31日以前

に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基

づく減価償却の方法の適用

により取得価額の５％に到

達した連結会計年度の翌連

結会計年度より、取得価額

の５％相当額と備忘価額と

の差額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却に含め

て計上しております。 

   これによる損益に与える

影響額は軽微であります。

(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～50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。 

 

－  － 
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 エス・イー・エス㈱ （6290） 平成20年３月期第３四半期財務・業績の概況 

 

項目 

平成19年３月期 
第 ３ 四 半 期 

（自 平成18年４月１日 
                      至 平成18年12月31日） 

平成20年３月期 
第 ３ 四 半 期 

(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年12月31日) 

（参考） 
平成19年３月期 

(自 平成18年4月１日 
  至 平成19年3月31日) 

 

 

(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 

     旧商法施行規則に規

定する３年間で毎期均

等償却しております。

(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。 

(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 

 ② 賞与引当金 

当社および一部の連結子

会社は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。 

② 賞与引当金 

同左 

   

② 賞与引当金 

 当社および一部の連結子

会社は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。 

 ③ 役員賞与引当金 

    役員賞与の支給に備える

ため、役員賞与支給見込額

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。 

   なお当四半期連結会計期

間における計上はありませ

ん。 

③ 役員賞与引当金 

   役員賞与の支給に備  

えるため、役員賞与支給

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。 

 

③ 役員賞与引当金 

役員賞与の支給に備え

るため、当連結会計年度

における支給見込額を計

上しております。 

 

 ④ 退職給付引当金 

 当社および一部の連結子

会社は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、当四半期連結会計

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。 

④ 退職給付引当金 

 当社および一部の連結

子会社は従業員の退職給

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。 

     

④ 退職給付引当金 

 当社および一部の連結子

会社は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。 

  

 

－  － 
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 エス・イー・エス㈱ （6290） 平成20年３月期第３四半期財務・業績の概況 

 

項目 

平成19年３月期 

第 ３ 四 半 期 

（自 平成18年４月１日 

                      至 平成18年12月31日） 

平成20年３月期 

第 ３ 四 半 期 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日) 

（参考） 

平成19年３月期 

(自 平成18年4月１日 

  至 平成19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

産および負債は、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

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。 

 (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 

 

－  － 
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 エス・イー・エス㈱ （6290） 平成20年３月期第３四半期財務・業績の概況 

注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

平成19年３月期第３四半期 
（平成18年12月31日） 

平成20年３月期第３四半期 
（平成19年12月31日） 

（参考） 
平成19年３月期 

（平成19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 
 

 4,957,379千円
  

 
 5,335,679千円

  

 
 4,912,761千円

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

 2,019,308千円
  

 
 1,425,333千円

  

 
 713,199千円

  
※３．担保に提供している資産およびこ

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およびこ

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およびこ

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 1,259,958千円 

受取手形及び売掛金 1,582,561千円 

建物及び構築物  2,315,984千円 

 (143,086千円) 

土地 1,653,592千円 

 (121,320千円) 

有形固定資産「その他」 34,581千円 
  (25,515千円) 

投資有価証券 544,540千円 

計 7,391,217千円  

 (289,921千円) 
  

 
現金及び預金  1,259,953千円

受取手形及び売掛金  1,000,755千円

建物及び構築物  2,289,723千円

 (134,021千円)

土地  1,653,592千円

 (121,320千円)

有形固定資産「その他」     18,492千円

 (18,492千円)

投資有価証券   396,963千円

計  6,619,480千円

 (273,834千円)
  

 
現金及び預金  1,259,965千円

受取手形及び売掛金 1,009,811千円

建物及び構築物  2,314,487千円

 (140,840千円)

土地  1,653,592千円

 (121,320千円)

有形固定資産「その他」   23,267千円

 (23,267千円)

投資有価証券   515,029千円

計  6,776,154千円

 (285,428千円)
  

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 6,313,158千円

長期借入金 268,000千円

計 6,581,158千円
  

 
短期借入金 6,195,332千円

長期借入金 991,668千円

計 7,187,000千円
 

 
短期借入金 5,107,908千円

長期借入金 219,000千円

計 5,326,908千円
  

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。 

当四半期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 

差引額  0千円 
 

４．運転資金の効率的な調達を行うた

め、平成19年3月30日付で株式会社

東京都民銀行他計7行と総額18億

円、また、平成19年6月15日付にて

株式会社りそな銀行との間で総額8

億円の貸出コミットライン契約を結

んでおります。なお、当四半期連結

会計期間末における同貸出コミット

メントライン契約に基づく借入実行

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 
2,600,000千円

借入実行残高 500,000千円

差引額  2,100,000千円

 なお、平成20年１月31日付で株式

会社三井住友銀行他4行と総額20億円

の貸出コミットメントライン契約を

締結しておりますが、平成20年 ２

月４日時点においては、同貸出コ

ミットメントライン契約に基づく借

入実行残高はございません。 

４．運転資金の効率的な調達を行うため

平成19年3月30日付で株式会社東京

都民銀行他計７行総額18億円の 

  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、当連結会計年度末における

同貸出コミットメントライン契約に

基づく借入実行残高はございませ

ん。 

貸出コミットメント

の総額 
1,800,000千円

借入実行残高 －千円

差引額  1,800,000千円

 

※５． ※５．当四半期連結会計期間における計

上は平成19年６月22日の株主総会に

おける承認額の未払額計上であり、

平成20年１月１日から平成20年３月

31日の間に支払う予定であります。

※５． 

－  － 
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 エス・イー・エス㈱ （6290） 平成20年３月期第３四半期財務・業績の概況 

 

（連結損益計算書関係） 

平成19年３月期第３四半期 
（自 平成18年４月１日 
  至 平成18年12月30日) 

平成20年３月期第３四半期 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日) 

（参考） 
平成19年３月期 

(自 平成18年４月１日 
 至 平成19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 462,077 千円 

賞与引当金繰入額 32,800 千円 

退職給付費用 27,149 千円 

減価償却費 146,707 千円 

研究開発費 601,493 千円 
  

 
給料手当 618,692 千円

賞与引当金繰入額 35,351 千円

退職給付費用 27,218 千円

減価償却費 154,509 千円

研究開発費 484,070 千円

貸倒引当金繰入額 921千円
  

 
給料手当 659,609 千円

役員報酬 214,196 千円

賞与引当金繰入額 99,720 千円

退職給付費用 38,840 千円

減価償却費 178,472 千円

研究開発費 1,082,754 千円

貸倒引当金繰入額 18,812 千円
  

 

－  － 
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 エス・イー・エス㈱ （6290） 平成20年３月期第３四半期財務・業績の概況 

（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３四半期（自平成18年４月１日 至平成18年12月31日）、平成20年３月期第３四半期

（自平成19年４月１日 至平成19年12月31日）および前連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19

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３四半期（自平成18年４月１日 至平成18年12月31日）、平成20年３月期第３四半期

（自平成19年４月１日 至平成19年12月31日）および前連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19

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３四半期 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日)  

北米 アジア その他地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 15,232 13,629,114 17,783 13,662,130 

Ⅱ 連結売上高（千円）    15,256,568 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に
占める割合（％） 

0.1 89.3 0.1 89.5 

 

平成20年３月期第３四半期 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日)  

北米 アジア その他地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,601,927 9,175,792 14,930 10,792,649 

Ⅱ 連結売上高（千円）    14,275,028 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に
占める割合（％） 

11.2 64.3 0.1 75.6 

 

（参考） 
平成19年３月期 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)  

北米 アジア その他地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 21,655 19,012,283 24,676 19,058,616 

Ⅱ 連結売上高（千円）    22,033,190 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に
占める割合（％） 

0.1 86.3 0.1 86.5 

 （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、マレーシア 

－  － 
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７.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３四半期 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日) 

平成20年３月期第３四半期 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日) 

（参考） 
平成19年３月期 

(自 平成18年４月１日 
 至 平成19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
(％) 

半導体製造用装置 14,928,671 90.7 11,415,134 79.8 20,188,167 91.0

太陽電池製造用装置 － － 767,250 5.3 － －

その他装置 206,331 1.3 188,200 1.3 151,131 0.7

部品・保守・その他 1,322,746 8.0 1,939,513 13.6 1,856,255 8.3

合計 16,457,749 100.0 14,310,097 100.0 22,195,555 100.0

 （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。 
３. 当四半期連結会計期間において、品目のうち太陽電池製造用装置を新設しました。また、半導体ウエーハ洗浄

装置から半導体製造用装置へと集計区分を変更いたしました。 
 

(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３四半期 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日) 

平成20年３月期第３四半期 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日) 

（参考） 
平成19年３月期 

(自 平成18年４月１日 
 至 平成19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）

半導体製造用装置 17,535,451 11,808,558 11,872,149 9,122,035 20,614,639 8,634,250

太陽電池製造用装置 － － 610,800 608,600 － －

その他装置 1,060,630 1,181,800 120,000 253,500 914,130 1,000,400

部品・保守・その他 1,775,424 853,325 1,446,077 602,633 2,588,444 1,178,120

合計 20,371,505 13,843,683 14,049,026 10,586,768 24,117,214 10,812,770

 （注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
２. 当四半期連結会計期間において、品目のうち太陽電池製造用装置を新設しました。また、半導体ウエーハ洗浄

装置から半導体製造用装置へと集計区分を変更いたしました。 
 

(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３四半期 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日) 

平成20年３月期第３四半期 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日) 

（参考） 
平成19年３月期 

(自 平成18年４月１日 
 至 平成19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
(％) 

半導体製造用装置 13,803,014 90.5 11,413,264 80.0 20,056,510 91.1

太陽電池製造用装置 － － 785,500 5.5 － －

その他装置 204,130 1.4 54,700 0.3 239,030 1.1

部品・保守・その他 1,249,424 8.1 2,021,564 14.2 1,737,649 7.8

合計 15,256,568 100.0 14,275,028 100.0 22,033,190 100.0

（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
２．当四半期連結会計期間において、品目のうち太陽電池製造用装置を新設しました。また、半導体ウエーハ洗浄

装置から半導体製造用装置へと集計区分を変更いたしました。 
３. 平成19年３月期第３四半期および平成20年３月期第３四半期の主な相手先別の販売実績および当該販売実績の

総販売実績に対する割合は次のとおりです。 

平成19年３月期第３四半期 
（自 平成18年４月１日 
  至 平成18年12月31日) 

平成20年３月期第３四半期 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日) 相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

岩谷産業株式会社 4,421,441 29.0 5,042,115 35.3 

日本サムスン株式会社 3,212,622 21.1 3,622,937 25.4 

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 5,527,000 36.2 3,006,900 21.1 

 （注）岩谷産業株式会社、日本サムスン株式会社および株式会社ﾊｲﾆｯｸｽ･ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝは商社であり、主とし
て、岩谷産業株式会社を通じてRexchip Electronics Corp.へ、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
て主にHynix Semiconductor Inc.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。  

－ 19 － 
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８.（要約）個別財務諸表等 

(1)（要約）四半期個別貸借対照表 

 
平成19年３月期 
第 ３ 四 半 期 

（平成18年12月31日）

平成20年３月期 
第 ３ 四 半 期 

（平成19年12月31日）
増減 

（参考） 
平成19年３月期 

（平成19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）
増減率
（％） 

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  6,683,512 6,177,687 △505,824  6,929,687

２．受取手形  3,197,340 1,187,655 △2,009,685  1,418,246

３．売掛金  4,700,310 6,184,111 1,483,800  6,392,083

４．棚卸資産  7,109,835 5,229,191 △1,880,643  6,317,504

５．繰延税金資産  229,634 276,056 46,422  373,992

６．その他  370,157 142,538 △227,618  294,790

貸倒引当金  △30,742 △27,271 3,471  △26,422

流動資産合計  22,260,049 76.4 19,169,971 74.0 △3,090,078 △13.9 21,699,883 74.8

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1)建物  2,409,106 2,389,168 △19,938  2,409,835

(2)土地  1,670,127 1,670,127 ─  1,670,127

(3)その他  671,992 834,678 162,685  1,122,345

有形固定資産合計  4,751,226 16.3 4,893,973 18.8 142,747 3.0 5,202,307 18.0

２．無形固定資産  648,705 2.2 526,791 2.0 △121,913 △18.8 640,458 2.2

３．投資その他の資産    

(1)投資有価証券  855,620 698,302 △157,318  845,856

(2)その他  638,868 657,246 18,377  626,808

貸倒引当金  △25,011 △25,061 △50  △25,061

投資その他の資産合計  1,469,478 5.1 1,330,487 5.2 △138,990 △9.5 1,447,604 5.0

固定資産合計  6,869,410 23.6 6,751,252 26.0 △118,157 △1.7 7,290,370 25.2

Ⅲ 繰延資産    

１．社債発行費  3,183 512 △2,670  2,050

繰延資産合計  3,183 0.0 512 0.0 △2,670 △83.9 2,050 0.0

資産合計  29,132,643 100.0 25,921,736 100.0 △3,210,906 △11.0 28,992,304 100.0

    

－  － 
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平成19年３月期 
第 ３ 四 半 期 

（平成18年12月31日）

平成20年３月期 
第 ３ 四 半 期 

（平成19年12月31日）
増減 

（参考） 
平成19年３月期 

（平成19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）
増減率
（％） 

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形  4,619,528 3,173,251 △1,446,277  5,127,614

２．買掛金  1,728,499 1,233,501 △494,997  1,655,016

３．短期借入金  9,205,158 9,395,332 190,173  8,093,758

４．１年内償還予定社債  560,000 60,000 △500,000  ─

５．未払法人税等  41,495 15,140 △26,354  52,259

６．賞与引当金  169,524 127,439 △42,084  332,773

７．役員賞与引当金  ─ 3,300 3,300  35,000

８．製品保証引当金  165,958 166,832 874  239,849

９．その他  1,044,939 638,907 △406,031  1,099,625

流動負債合計  17,535,103 60.2 14,813,704 57.1 △2,721,398 △15.5 16,635,895 57.4

Ⅱ 固定負債    

１．社債  180,000 120,000 △60,000  180,000

２．長期借入金  1,168,000 991,668 △176,332  869,000

３．退職給付引当金  130,973 185,012 54,039  189,302

４．繰延税金負債  125,767 22,689 △103,077  ─

５．その他  19,600 19,600 ─  19,600

固定負債合計  1,624,340 5.6 1,338,969 5.2 △285,370 △17.6 1,257,902 4.3

負債合計  19,159,443 65.8 16,152,674 62.3 △3,006,768 △15.7 17,893,797 61.7

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  7,075,928 24.3 7,245,928 27.9 170,000 2.4 7,245,928 25.0

２．資本剰余金    

 （1）資本準備金  1,581,673 1,751,673 170,000  1,751,673

  資本剰余金合計  1,581,673 5.4 1,751,673 6.8 170,000 10.7 1,751,673 6.0

３．利益剰余金    

 （1）利益準備金  47,979 107,975 59,995  47,979

 （2）その他利益剰余金    

   繰越利益剰余金  1,082,034 568,971 △513,063  1,770,534

  利益剰余金合計  1,130,014 3.9 676,946 2.6 △453,067 △40.1 1,818,513 6.3

  ４. 自己株式  △11,223 △0.0 △11,517 △0.0 △293 ─ △11,184 △0.0

    株主資本合計  9,776,392 33.6 9,663,031 37.3 △113,361 △1.2 10,804,931 37.3

Ⅱ 評価・換算差額等    

１.その他有価証券評価差
額金 

 196,807 0.6 106,030 0.4 △90,776 △46.1 293,574 1.0

  評価・換算差額等合計  196,807 0.6 106,030 0.4 △90,776 △46.1 293,574 1.0

  純資産合計  9,973,199 34.2 9,769,062 37.7 △204,137 △2.0 11,098,506 38.3

  負債純資産合計  29,132,643 100.0 25,921,736 100.0 △3,210,906 △11.0 28,992,304 100.0

    

－  － 
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 (2)（要約）四半期個別損益計算書 

 

平成19年３月期 
第 ３ 四 半 期 

（自 平成18年４月１日
     至 平成18年12月31日）

平成20年３月期 
第 ３ 四 半 期 

(自 平成19年４月１日
 至 平成19年12月31日)

増減 

（参考） 
平成19年３月期 

(自 平成18年4月1日
  至 平成19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）
増減率
（％） 

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  14,993,318 100.0 14,131,952 100.0 △861,385 △5.7 21,735,582 100.0

Ⅱ 売上原価  10,759,216 71.8 11,727,630 83.0 968,414 9.0 15,611,508 71.8

売上総利益 4,234,101 28.2 2,404,322 17.0 △1,829,779 △43.2 6,124,074 28.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,455,390 16.4 2,647,278 18.7 191,887      7.8 3,699,675 17.0

営業利益又は 
営業損失(△) 

1,778,711 11.8 △242,956 △1.7 △2,021,667 ─ 2,424,399 11.2

Ⅳ 営業外収益  58,587 0.3 72,228 0.5 13,640 23.3 83,329 0.4

Ⅴ 営業外費用  222,855 1.4 253,824 1.8 30,968 13.9 323,501 1.5

経常利益又は 
経常損失(△) 

1,614,442 10.7 △424,552 △3.0 △2,038,995 ─ 2,184,227 10.1

Ⅵ 特別利益  245 0.0 ─ ─ △245 ─ ─ ─

Ⅶ 特別損失  289,797 1.9 4,029 0.0 △285,768 △98.6 297,557 1.4

税引前四半期(当期)純
利益又は税引前四半期
純損失(△) 

1,324,891 8.8 △428,581 △3.0 △1,753,472 ─ 1,886,669 8.7

法人税、住民税及び事
業税 

10,850 0.0 15,090 0.1 4,240 39.1 19,075 0.0

法人税等調整額 △58,422 △0.3 97,935 0.7 156,357 ─ △193,368 △0.8

四半期(当期)純利益又
は四半期純損失(△) 

1,372,463 9.1 △541,607 △3.8 △1,914,070 ─ 2,060,962 9.5

    

－  － 
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(３)株主資本等変動計算書 

  前第3四半期会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年12月31日）         

 
株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益
剰余金 

 

資本金 

資本準備金 
資本剰余金

合計 
利益準備金

繰越利益
剰余金 

利益剰余金
合計 

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 1,080,173 36,300 △161,964 △125,663 △10,315 

 

7,518,623

第3四半期会計期間中の
変動額 

   

新株予約権付社債の 
転換による新株の発
行 

501,500 501,500 501,500  1,003,000

剰余金の配当   11,678 △128,463 △116,785  △116,785

第3四半期純利益   1,372,463 1,372,463  1,372,463

自己株式の取得   △908 △908

株主資本以外の項目の
第3四半期会計期間中の
変動額（純額） 

   

第3四半期会計期間中の
変動額合計（千円） 

501,500 501,500 501,500 11,678 1,244,000 1,255,678 △908 2,257,770

平成18年12月31日 残高 
（千円） 

7,075,928 1,581,673 1,581,673 47,979 1,082,034 1,130,014 △11,223 9,776,392

評価・換算差額等 
 

その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年3月31日 残高 
            （千円） 

239,570 239,570 7,758,194

第3四半期会計期間中の
変動額 

 

新株予約権付社債の 
転換による新株の発
行 

 1,003,000

剰余金の配当  △116,785

第3四半期純利益  1,372,463

自己株式の取得  △908

株主資本以外の項目の
第3四半期会計期間中の
変動額（純額） 

△42,763 △42,763 △42,763

第3四半期会計期間中の
変動額合計（千円） 

△42,763 △42,763 2,215,007

平成18年12月31日 残高 
196,807 

（千円） 
196,807 9,973,199

－  － 
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当第3四半期会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年12月31日）                     

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益
剰余金 

 

資本金 

資本 
準備金 

その他 
資本 

自己株式
株主資本 

資本剰余金
合計 

利益 
準備金 

繰越利益 
剰余金 

利益剰余金
合計 

剰余金 

合計 

平成19年3月31日 残高 
           （千円） 

7,245,928 1,751,673 ─ 1,751,673 47,979 1,770,534 1,818,513 △11,184 10,804,931

第3四半期会計期間中の 
変動額 

  

剰余金の配当  59,995 △659,955 △599,959 △599,959

第3四半期純損失  △541,607 △541,607 △541,607

自己株式の取得   △387 △387

自己株式の処分  0 0  54 54

株主資本以外の項目の
第3四半期会計期間中の
変動額（純額） 

  

第3四半期会計期間中の
変動額合計（千円） 

─ ─ 0 0 59,995 △1,201,562 △1,141,567 △332 △1,141,899

平成19年12月31日 残高 
（千円） 

7,245,928 1,751,673 0 1,751,673 107,975 568,971

 

676,946 △11,517 9,663,031

評価・換算差額等 
 

その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成19年3月31日 残高 
           （千円） 

293,574 293,574 11,098,506

第3四半期会計期間中の 
変動額 

  

剰余金の配当   △599,959

第3四半期純損失   △541,607

自己株式の取得   △387

自己株式の処分   54

株主資本以外の項目の
第3四半期会計期間中の
変動額（純額） 

△187,544 △187,544 △187,544

第3四半期会計期間中の
変動額合計（千円） 

△187,544 △187,544 △1,329,444

平成19年12月31日 残高 
（千円） 

106,030 106,030 9,769,062

－  － 
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エス・イー・エス㈱ (6290) 平成20年3月期第3四半期財務・業績の概況 

前事業年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日）                             

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益
剰余金 

 

資本金 

資本準備金 
資本剰余金

合計 
利益準備金

繰越利益
剰余金 

利益剰余金
合計 

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 1,080,173 36,300 △161,964 △125,663 △10,315 7,518,623

事業年度中の変動額     

新株予約権付社債の転換
による新株の発行 

671,500 671,500 671,500   1,343,000

剰余金の配当   11,678 △128,463 △116,785  △116,785

当期純利益   2,060,962 2,060,962  2,060,962

自己株式の取得    △931 △931

自己株式の処分    61 61

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

    

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

671,500 671,500 671,500 11,678 1,932,498 1,944,177 △869 3,286,307

平成19年3月31日 残高 
（千円） 

7,245,928 1,751,673 1,751,673 47,979 1,770,534

 

1,818,513 △11,184 10,804,931

評価・換算差額等 
 

その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年3月31日 残高 
                （千円） 

239,570 239,570 7,758,194

事業年度中の変動額  

新株予約権付社債の転換
による新株の発行 

 1,343,000

剰余金の配当  △116,785

当期純利益  2,060,962

自己株式の取得  △931

自己株式の処分  61

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

54,004 54,004 54,004

事業年度中の変動額合計 
54,004 54,004 3,340,312

（千円） 

平成19年3月31日 残高 
293,574 293,574 11,098,506

（千円） 

－  － 
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 エス・イー・エス（株）（6290）平成20年３月期第３四半期決算短信の補足 

 

平成２０年３月期第３四半期決算に関する補足資料 

１．最近における四半期毎の業績の推移（連結） 
平成20年３月期    

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期  

平成19年4月～平成19年6月 平成19年7月～平成19年9月 平成19年10月～平成19年12月 平成20年1月～平成20年3月

  百万円 百万円 百万円 百万円

売 上 高 5,824 5,538 2,911  －

売 上 総 利 益 1,147 1,212 290  －

営 業 利 益 229 329 △625  －

経 常 利 益 155 253 △674  －

税金等調整前当期純利益 161 247 △678  －

当 期 純 利 益 143 132 △699  －

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

１株当たり当期純利益 5 97 5 53 △29 15 － －

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 － － － － － － － －

  百万円 百万円 百万円 百万円

総 資 産 28,461 24,313 26,221  －

純 資 産 11,015 11,014 10,045  －

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

１ 株 当 た り 純 資 産 459 02 458 98 418 60 － －

 

平成19年３月期  

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期  

平成18年4月～平成18年6月 平成18年7月～平成18年9月 平成18年10月～平成18年12月 平成19年1月～平成19年3月

  百万円 百万円 百万円 百万円

売 上 高 4,072 6,806 4,377  6,776

売 上 総 利 益 910 1,051 1,648  1,965

営 業 利 益 214 158 572  678

経 常 利 益 137 89 520  588

税金等調整前当期純利益 137 521 520  580

当 期 純 利 益 205 710 483  692

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

１株当たり当期純利益 9 52 30 76 20 70 29 63

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 7 77 26 85 18 87 27 47

  百万円 百万円 百万円 百万円

総 資 産 28,657 28,529 29,270  29,178

純 資 産 8,480 9,781 10,135  11,261

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

１ 株 当 た り 純 資 産 376 38 418 76 433 95 469 27
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 エス・イー・エス（株）（6290）平成20年３月期第３四半期決算短信の補足 

 

２．最近における四半期毎の業績の推移(単体) 

平成20年３月期    

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期  

平成19年4月～平成19年6月 平成19年7月～平成19年9月 平成19年10月～平成19年12月 平成20年1月～平成20年3月

  百万円 百万円 百万円 百万円

売 上 高 5,787 5,491 2,853  －

売 上 総 利 益 1,042 1,159 202  －

営 業 利 益 158 291 △692  －

経 常 利 益 113 211 △750  －

税 引 前 当 期 純 利 益 113 211 △754  －

当 期 純 利 益 108 108 △759  －

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

１株当たり当期純利益 4 53 4 54 △31 64 － －

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 － － － － － － － －

  百万円 百万円 百万円 百万円

総 資 産 28,232 24,017 25,921  －

純 資 産 10,811 10,775 9,769  －

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

１ 株 当 た り 純 資 産 450 49 449 00 407 08 － －

 

平成19年３月期    

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期  

平成18年4月～平成18年6月 平成18年7月～平成18年9月 平成18年10月～平成18年12月 平成19年1月～平成19年3月

  百万円 百万円 百万円  百万円

売 上 高 3,997 6,647 4,348  6,742 

売 上 総 利 益 971 1,662 1,600  1,889 

営 業 利 益 396 850 531  645 

経 常 利 益 348 784 480  569 

税 引 前 当 期 純 利 益 349 495 479  561 

当 期 純 利 益 324 601 446  688 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

１株当たり当期純利益 15 01 26 07 19 10 29 47

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 12 26 22 76 17 42 27 32

  百万円 百万円 百万円  百万円

総 資 産 25,668 28,392 29,132  28,992 

純 資 産 8,605 9,659 9,973  11,098 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

１ 株 当 た り 純 資 産 381 92 413 54 426 99 462 47
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 エス・イー・エス（株）（6290）平成20年３月期第３四半期決算短信の補足 

３．四半期ごとの受注推移 

①（前連結）        （単位：百万円未満切捨）

平成18年6月(第1四半期) 平成18年9月(第2四半期) 平成18年12月(第3四半期) 平成19年3月(第4四半期)  期首 

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

半導体ウエーハ洗浄装置 8,076 3,782 6,577 10,871 6,246 6,236 10,860 3,773 4,721 11,808 6,253 3,079 8,634

その他装置 325 52 279 552 151 △57 343 0 838 1,181 34 △146 1,000

部品・保守・その他 327 237 637 727 407 564 884 603 573 853 488 813 1,178

計 8,728 4,072 7,494 12,150 6,806 6,743 12,088 4,377 6,132 13,843 6,776 3,745 10,812

 

受注高内訳  （単位：百万円未満切捨）

 平成18年6月(第1四半期) 平成18年9月(第2四半期) 平成18年12月(第3四半期) 平成19年3月(第4四半期)

新規受注 7,495 7,267 6,143 5,495 

受注取り消し △0 △523 △10 △1,749 

受注高 7,494 6,743 6,132 3,745 

*第2四半期の受注取り消しには、エス･イー･テクノが連結対象から外れたことによる取り消し分、△520百万円を含む。 

 

②（当連結）        （単位：百万円未満切捨）

平成19年6月(第1四半期) 平成19年9月(第2四半期) 平成19年12月(第3四半期) 平成20年3月(第4四半期) 期首 

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

半導体製造装置 8,663 4,797 3,743 7,609 4,449 6,303 9,463 2,166 1,824 9,122 － － －

太陽電池製造装置 783 182 3 604 340 △1 263 263 608 608 － － －

その他装置 188 54 0 133 0 120 253 0 0 253 － － －

部品・保守・その他 1,178 790 512 900 748 521 672 482 412 602 － － －

計 10,812 5,824 4,259 9,247 5,538 6,944 10,652 2,911 2,845 10,586 － － －

*当連結会計期間において、品目のうち太陽電池製造装置を新設しました。また、半導体ウエーハ洗浄装置から

半導体製造装置へと集計区分を変更いたしました。 

 

受注高内訳  （単位：百万円未満切捨）

 平成19年6月(第1四半期) 平成19年9月(第2四半期) 平成19年12月(第3四半期) 平成20年3月(第4四半期)

新規受注 4,278 6,946 3,102 －

受注取り消し △19 △2 △257 －

受注高 4,259 6,944 2,845 －

 

③（前単体） 

       

（単位：百万円未満切捨）

平成18年6月(第1四半期) 平成18年9月(第2四半期) 平成18年12月(第3四半期) 平成19年3月(第4四半期) 期首 

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

半導体ウエーハ洗浄装置 8,031 3,774 6,330 10,587 6,243 6,516 10,860 3,773 4,721 11,808 6,253 3,079 8,634

その他装置 325 45 43 323 39 59 343 0 838 1,181 34 △146 1,000

部品・保守・その他 327 178 596 745 364 431 811 574 568 805 453 778 1,130

計 8,684 3,997 6,970 11,656 6,647 7,007 12,016 4,348 6,127 13,795 6,742 3,711 10,764

 

受注高内訳  （単位：百万円未満切捨）

 平成18年6月(第1四半期) 平成18年9月(第2四半期) 平成18年12月(第3四半期) 平成19年3月(第4四半期)

新規受注 6,970 7,009 6,138 5,460 

受注取り消し △0 △2 △10 △1,749 

受注高 6,970 7,007 6,127 3,711 
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④（当単体）        （単位：百万円未満切捨）

平成19年6月(第1四半期) 平成19年9月(第2四半期) 平成19年12月(第3四半期) 平成20年3月(第4四半期) 
期首 

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

高 

受注

残 

半導体製造装置 8,663 4,797 3,743 7,609 4,449 6,303 9,463 2,166 1,824 9,122 － － －

太陽電池製造装置 783 182 3 604 340 △1 263 263 608 608 － － －

その他装置 188 54 0 133 0 120 253 0 0 253 － － －

部品・保守・その他 1,130 752 456 833 701 439 571 423 411 559 － － －

計 10,764 5,787 4,203 9,180 5,491 6,862 10,551 2,853 2,844 10,543 － － －

*当事業年度において、品目のうち太陽電池製造装置を新設しました。また、半導体ウエーハ洗浄装置から半導

体製造装置へと集計区分を変更いたしました。 

受注高内訳  （単位：百万円未満切捨）

 平成19年6月(第1四半期) 平成19年9月(第2四半期) 平成19年12月(第3四半期) 平成20年3月(第4四半期)

新規受注 4,222 6,864 3,102 －

受注取り消し △19 △2 △257 －

受注高 4,203 －6,862 2,844 

 

４．第３０期決算 地域別・装置別・ウエーハサイズ別・出荷予定別 受注残高 

（当連結） 

①（地域別）   （単位：百万円未満切捨）

 日本 韓国 台湾 中国 その他 計 

受注残高 1,096 4,651 972 3,074 791 10,586

 
②（装置別）   （単位：百万円未満切捨）

 多槽式 枚葉式 太陽電池製造装置 その他 計 

受注残高      8,762 360 608 856 10,586

 
③（ウエーハサイズ別）  （単位：百万円未満切捨）

        300mm 200mm その他 計 

受注残高 8,274        1,051 1,261 10,586

 
④（出荷予定別）   （単位：百万円未満切捨）

   

2007年3月迄に出荷 2008年4月～6月出荷 2008年7月以降出荷 
計 

受注残高 6,922 1,366 2,298 10,586

 
（当単体） 

①（地域別）   （単位：百万円未満切捨）

 日本 韓国 台湾 中国 その他 計 

受注残高 1,096 4,651 928 3,074 791    10,543

 
②（装置別）   （単位：百万円未満切捨）

 多槽式 枚葉式 太陽電池製造装置 その他 計 

受注残高 8,762 360 608 812     10,543

 
③（ウエーハサイズ別）  （単位：百万円未満切捨）

 300mm 200mm その他 計 

受注残高 8,274 1,051 1,217 10,543

 
④（出荷予定別）   （単位：百万円未満切捨）

   

2007年3月迄に出荷 2008年4月～6月出荷 2008年7月以降出荷 
計 

受注残高 6,891 1,353 2,298 10,543
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