
第19期

2019年10月1日 ▶ 2020年９月30日

株主通信

証券コード：6677

Photomask
RFID
Healthcare



におけるロックダウンの実施により、世界規模でテレビやス
マートフォンの販売が落ち込み、4月から6月を底にパネル需
要が縮小しました。また、海外からの渡航制限の長期化によ
り、中国における新規生産ラインの立ち上げが遅延するな
ど、新型コロナウイルス感染症の拡大が、サプライチェーン
全体に大きく影響を及ぼしました。フォトマスク市場につきま
しては、第10世代以上用フォトマスク製造に中国、韓国の競
合メーカーが本格参入し、価格を中心とした競争が激化しま
した。加えて、中国パネルメーカーが国内供給元を優先する
動きとなりました。一方、5Gの普及や有機ELへの移行が進
み、高機能スマートフォンの機種数が増加したことから、第6
世代用フォトマスクにつきましては、有機EL用を中心に需要
が底堅く推移しました。

このような状況の中、当社グループでは、第10世代以上
用フォトマスクにつきましては、市場規模の縮小に加え、競合
メーカーとの価格を中心とした競争の激化や、新型コロナウ
イルス感染症の影響を大きく受けたことから、シェアが大き
く低下しました。第6世代用フォトマスクにつきましては、開
発需要が底堅く推移したことから、売上高が増加したもの
の、第4四半期においては、米中通商問題に起因した、米国
から中国通信メーカーへの制裁による影響を受けました。

その結果、当連結会計年度における当社グループの業績
につきましては、売上高191億4百万円（前期比25.9％減）、

株主の皆様におかれましては、ますますご清栄のことと
お喜び申しあげます。

また平素より当社に対しまして格別のご支援を賜り、厚
くお礼申しあげます。

ここに、当社グループの第19期（2019年10月1日から
2020年9月30日まで）の業績をご報告させていただきま
すので、ご高覧賜りますようお願い申しあげます。

2020年12月

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や設備
投資に弱さが残るものの、雇用環境の改善などを背景に、緩
やかな回復基調にありましたが、新型コロナウイルス感染症
の世界的な拡大により、国内外経済や個人消費が減退し、
極めて厳しい状況となりました。緊急事態宣言解除後、一部
で景気の持ち直しが期待されるものの、米中通商問題や新
型コロナウイルス感染症の影響の長期化など、先行きは不
透明な状況が続いております。

フラットパネルディスプレー業界におきましては、オリンピ
ックなどの大型スポーツイベントの延期・中止や、主要都市

TOP MESSAGE

 第19期（2020年9月期）の業績について

代表取締役社長

単位：百万円 2019年
9月期

2020年9月期 前期
累計比上半期 下半期 通期

売上高 25,773 10,575 8,529 19,104 △6,669

営業利益 6,028 347 △1,006 △659 △6,688

経常利益 6,341 324 △1,032 △708 △7,049

当期純利益 
（親会社株主に帰属） 4,810 201 △1,172 △971 △5,781

設備投資 5,385 3,150 339 3,490 △1,895

減価償却費 2,779 2,347 2,495 4,842 2,063

研究開発費 392 177 160 337 △54

EBITDA 8,807 2,694 1,488 4,183 △4,624

第19期 連結業績概要
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当社グループが属するフォトマスク市場におきましては、新
型コロナウイルス感染症の影響の長期化により先行き不透
明な状況の中、第10世代以上用フォトマスクにつきまして
は、中国におけるシェア回復に努めてまいります。第８世代以
下用フォトマスクにつきましては、有機ＥＬテレビ用やノートＰＣ、
タブレット用に加え、５Ｇ対応や有機ＥＬなどのスマートフォン用
高付加価値パネル開発にかかる需要を獲得してまいります。

翌連結会計年度の連結業績予想につきましては、売上高
215億円（前期比12.5％増）、ＥＢＩＴＤＡ47億40百万円（前期
比13.3％増）、営業利益15億円（前期は営業損失6億59百
万円）、経常利益15億円（前期は経常損失7億8百万円）、親
会社株主に帰属する当期純利益11億円（前期は親会社株主
に帰属する当期純損失9億71百万円）を見込んでおります。

単位：百万円 2020年
9月期

2021年9月期 前期
増減率上半期 下半期 通期

売上高 19,104 10,400 11,100 21,500 12.5%

営業利益 △659 800 700 1,500 —

経常利益 △708 800 700 1,500 —

当期純利益 
（親会社株主に帰属） △971 600 500 1,100 —

設備投資 3,490 870 4,450 5,320 52.4%

減価償却費 4,842 1,460 1,780 3,240 △33.1%

研究開発費 337 130 130 260 △22.8%

EBITDA 4,183 2,260 2,480 4,740 13.3%

第20期 連結業績予想

総資産・自己資本

総資産 自己資本
（自己資本比率）（％）

親会社株主に帰属する
当期純利益

第15期 第16期 第18期 第19期第17期 第15期 第16期 第18期 第19期第17期

3,281

4,810 31,415

23,319
（74.2）

31,778

22,385
（70.4）2,684

△971

201
955

14,837
（70.5）

21,051
1,785

1,217

16,406
（67.8）

24,196

28,756

19,339
（67.3）

1,441
759

通期中間（第2四半期累計）（単位：百万円） （単位：百万円）

売上高

通期中間（第2四半期累計）（単位：百万円）

第15期 第16期 第18期 第19期

営業利益

第17期 第15期 第16期 第18期 第19期第17期

22,772

25,773

13,699

9,977

4,395

6,028

1,152
835 907

15,745
17,044

7,968

19,104

10,575
7,982

1,631 1,779

通期中間（第2四半期累計）（単位：百万円）

3,621

△659

347

設備投資・減価償却費

減価償却費設備投資（単位：百万円）

第16期 第17期 第19期

研究開発費

第18期 第16期 第17期 第19期第18期

（単位：百万円）

1,358

2,069

3,108

807

第15期

6,510

2,779

1,810

5,385
4,842

3,490

420
392

337

407417

第15期

連結財務ハイライト

 第20期（2021年9月期）の業績予想について

EBITDA41億83百万円（前期比52.5％減）、営業損失6億
59百万円（前期は営業利益60億28百万円）、経常損失7億
8百万円（前期は経常利益63億41百万円）、親会社株主に
帰属する当期純損失9億71百万円（前期は親会社株主に帰
属する当期純利益48億10百万円）と減収減益となりました。
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　2020年8月にプレスリリースいたしました、新製
品についてご紹介させていただきます。 ヘルスケア分野

■「Q-CO」とは
今回紹介いたします「Q-CO」とは、子宮頸がんの検診

等で用いられる医療機器です。
世界的に見て日本における子宮頸がん検診の受診率

は低く、20～69歳の女性でアメリカ84.5％に対し、日本
は42.1％に留まっています（日本医師会ホームページよ
り）。現在、国をあげて受診率を高める取り組みが行われ
ていますが、検診に使用される「コルポスコープ」の普及
がその課題のひとつとなっています。

当社では、婦人科の先生方の協力のもと、小規模な婦
人科クリニックの診察室でも扱いやすく、場所をとらない
コルポスコープを開発いたしました。

■「Q-CO」の特長
✓もっとスマートに

従来より小型ながら高倍率光学ズーム、
高輝度LED9個搭載の
ハイスペックを実現

✓もっとシンプルに
専用アプリで直感的な操作感
スムーズな施術開始
静止画、動画撮影・メモリー可

✓もっと身近に
診察室に簡単に設置
患者様に恐怖感を与えないデザイン

「デジタルコルポスコープ
Q-CO（キューコ）」のご紹介

TOPICS

RFID分野

■「電子ペーパータグ」とは
今回紹介いたします「電子ペーパータグ」とは、当社独

自のワイヤレス・バッテリレス技術の特長を活かし、文字
や画像などの情報を表示する機能を加えたRFIDデバイ
スです。

RFIDとは、ICタグと呼ばれる小さな半導体集積回路
に対し、電波を用いた近距離（数cm～数m）の無線通信
によりID情報をやりとりする技術全般を示します。

当社では、新たに電子ペーパー（表示器）を搭載し、従
来未対応であった情報の見える化を可能としました。

■「電子ペーパータグ」の特長
✓バッテリレス

電池交換等のメンテナン
スが不要

✓小型、薄型、軽量
50g以下、軽量・薄型

✓ワイヤレス
機器設置時の配線工事や
接続作業は一切不要

「電子ペーパータグ」のご紹介

■想定用途
✓作業指示

製造現場における作業者への指示
✓物流ラベル

物流現場における商品IDの表示
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連結財務諸表の概要

第18期
（2019年9月30日）

第19期
（2020年9月30日）

　資産の部資本の部
流動資産 15,892 17,743
固定資産 15,523 14,035
　有形固定資産 14,363 13,053

　無形固定資産 354 266

　投資その他の資産 805 715

資産合計 31,415 31,778
　負債の部債の部
流動負債 7,586 5,919
固定負債 509 3,473
負債合計 8,096 9,393
　純資産の部純資産の部
株主資本 23,202 21,861
　資本金 4,109 4,109

　資本剰余金 4,167 4,167

　利益剰余金 15,908 14,559

　自己株式 △ 982 △ 976

その他の包括利益累計額 116 524
　その他有価証券評価差額金 160 150

　為替換算調整勘定 △ 43 379

純資産合計 23,319 22,385
負債及び純資産合計 31,415 31,778

第18期

（2018年10月  1  日
  2019年 9 月30日）

第19期

（2019年10月  1  日
  2020年 9 月30日）

売上高 25,773 19,104
売上原価 16,932 17,547
　売上総利益 8,840 1,557
販売費及び一般管理費 2,811 2,216
　営業利益又は営業損失（△） 6,028 △ 659
営業外収益 336 53
営業外費用 24 102
　経常利益又は経常損失（△） 6,341 △ 708
特別利益 100 —
特別損失 57 60
　税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） 6,383 △ 768
法人税、住民税及び事業税 1,522 168
法人税等調整額 △ 49 55
　当期純利益又は当期純損失（△） 4,911 △ 971
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） 100 —
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） 4,810 △ 971

　（単位：百万円） 　（単位：百万円）

　（単位：百万円）

科目 科目

科目

連結貸借対照表 連結損益計算書

連結キャッシュ・フロー計算書
第18期

（2018年10月  1  日
  2019年 9 月30日）

第19期

（2019年10月  1  日
  2020年 9 月30日）

営業活動によるキャッシュ･フロー 9,236 1,991
投資活動によるキャッシュ･フロー △ 6,787 △ 3,393
財務活動によるキャッシュ･フロー △ 1,150 3,312
現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 211 118
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,086 2,030
現金及び現金同等物の期首残高 7,214 8,300
現金及び現金同等物の期末残高 8,300 10,331

1

4

2

5

6
7
8

3

負債合計は、前期末に比べて12億円増加し93億円となりました。こ
れは主に、未払法人税等や支払手形及び買掛金が減少した一方で、借
入金が増加したことによります。

Point  2

営業利益は、前期に比べて66億円減少し△6億円となりました。これ
は主に、売上が減少したことに加え、設備投資によって減価償却費が
増加したことによります。

Point  5

資産合計は、前期末に比べて3億円増加し317億円となりました。こ
れは主に、減価償却により有形固定資産が減少した一方で、借入によ
り現金及び預金が増加したことによります。

Point  1 売上高は、前期に比べて66億円減少し191億円となりました。これは
主に、第10世代以上用のフォトマスク売上が減少したことによります。Point  4

純資産合計は、前期末に比べて9億円減少し223億円となりました。
これは主に、親会社株主に帰属する当期純利益がマイナスとなり利
益剰余金が減少したことによります。

Point  3

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益がマ
イナスとなったものの非資金損益項目である減価償却費の影響が大
きかったため、19億円のプラスとなりました。

Point  6

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得によ
る支出により、33億円のマイナスとなりました。Point  7

財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入れによる収入に
より、33億円のプラスとなりました。Point  8
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左のグラフは数値通りですと
証券会社と金融機関の面積の整合が取れないため
金融機関の数値を変更しています。
　↓

会社・株式の概況 （2020年9月30日現在）

■ 取締役（2020年12月18日現在）

代表取締役社長 石田　昌德
取締役相談役 石田　敬輔
取 締 役 上野　篤雄
取 締 役 向田　泰久
取 締 役 橋本　昌典
取 締 役 阿部　和香
取 締 役 奥田　正男

取 締 役
（常勤監査等委員）

前野　隆一

社 外 取 締 役
（監査等委員）

堀　　修史

社 外 取 締 役
（監査等委員）

榮川　和広

社 外 取 締 役
（監査等委員）

中野　雄介

社 名 株式会社エスケーエレクトロニクス
SK-Electronics CO.,LTD.

設 立 2001年10月1日
資 本 金 4,109,722千円
本 社 〒602-0955　京都市上京区東堀川通リ

一条上ル竪富田町436番地の2
TEL ：（075）441-2333（代）
FAX ：（075）441-4291

従 業 員 数 378名（連結）
事 業 内 容 大型フォトマスク事業

■ 会社概要

■ 所有者別株式分布

■ 子会社
頂正科技股份有限公司（FINEX Co., LTD.）（台湾）
……大型フォトマスクの製造・販売
SKE KOREA CO., LTD. （韓国）
……大型フォトマスクの販売
愛史科電子貿易（上海）有限公司（SK-Electronics Shanghai CO.,LTD.）（中国）
……大型フォトマスクの販売、その他電子製品の販売

■ 株式の状況
発行可能株式総数 32,760,000株
発行済株式の総数 11,368,400株
株主数 5,069名

■ 大株主の状況
株　主　名 持株数（株） 持株比率（%）

株式会社写真化学 883,200 8.34
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 639,200 6.03
株式会社ニコン 568,400 5.37
株式会社京都銀行 356,200 3.36
株式会社SCREENホールディングス 315,000 2.97
石田昌德 309,200 2.92
石田敬輔 300,200 2.83
株式会社石田産業 277,400 2.62
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 251,200 2.37
株式会社りそな銀行 251,200 2.37

※当社は、自己株式783,882株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
※持株比率は、自己株式を控除して算出しております。

■金融機関 14名 0.28％
■証券会社 28名 0.55％
■その他国内法人 50名 0.99％
■外国法人等 102名 2.01％
■個人その他 4,875名 96.17％

■金融機関 2,031,020株 17.87％
■証券会社 379,037株 3.33％
■その他国内法人 2,559,500株 22.51％
■外国法人等 1,536,052株 13.51％
■個人その他 4,862,791株 42.78％

〈株主数別〉 〈所有株式数別〉

京 都 工 場 （京都府久世郡）
滋 賀 工 場 （滋賀県甲賀市）

■ 事業所（2020年12月18日現在）
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事業年度 毎年10月1日から翌年9月30日まで

定時株主総会 毎年12月

配当金受領株主確定日 毎年9月30日
（なお、中間配当を実施するときは毎年3月31日といたします。）

基準日 定時株主総会については毎年9月30日
（その他必要があるときは、あらかじめ公告いたします。）

単元株式数 100株

公告の方法 電子公告の方法により行います。
ただし、やむを得ない事由により電子公告することが
できない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。
（公告掲載ＵＲＬhttp://www.sk-el.co.jp/top.html）

株主名簿管理人および 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
特別口座の口座管理機関 三井住友信託銀行株式会社

株主名簿管理人 大阪市中央区北浜四丁目5番33号
事務取扱場所 三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

　（郵便物送付先） 〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

　（電話照会先） 0120-782-031
（受付時間　土・日・祝祭日を除く9時～17時）

　（ホームページURL） https://www.smtb.jp/personal/agency/index.html

上場証券取引所 東京証券取引所（所属ＪＡＳＤＡＱ）

【株式に関するお手続きのご照会およびお届出について】
　株式に関するお手続き（届出住所・姓名などの変更、配当金の振込先の
指定または変更、単元未満株式の買取請求など）のご照会およびお届出に
つきましては、証券会社での口座開設の有無に応じて、以下のいずれかの
窓口にご連絡ください。
○証券会社で口座を開設されている株主様
当該証券会社にご連絡ください。
○証券会社で口座を開設されていない株主様
三井住友信託銀行にご連絡ください。

【特別口座について】
　株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用されて
いなかった株主様のご所有株式は、三井住友信託銀行に開設された口座
（特別口座）に記録されております。
　特別口座の詳細につきましては、上記の三井住友信託銀行の電話照会
先にお問い合わせください。

株主メモ


