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1.  平成24年7月期第2四半期の業績（平成23年8月1日～平成24年1月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年7月期第2四半期 2,061 △21.2 242 △43.2 224 △42.9 129 △42.6
23年7月期第2四半期 2,616 38.2 426 167.6 393 196.0 226 195.3

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

24年7月期第2四半期 18.44 ―
23年7月期第2四半期 32.15 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年7月期第2四半期 8,739 6,520 74.6
23年7月期 9,005 6,485 72.0
（参考） 自己資本   24年7月期第2四半期  6,520百万円 23年7月期  6,485百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

23年7月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
24年7月期 ― 0.00
24年7月期（予想） ― 15.00 15.00

3.  平成24年7月期の業績予想（平成23年8月1日～平成24年7月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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 4,550 △13.4 560 △30.9 550 △25.9 320 △25.6 45.48



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は、【添付資料】３ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、【添付資料】３ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）平成23年８月１日付で普通株式１株につき1.2株の割合で株式分割を行なっております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、23年
７月期の期末発行済株式数及び期末自己株式数、23年７月期２Ｑの期中平均株式数を算定しております。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年7月期2Q 7,042,881 株 23年7月期 7,042,881 株
② 期末自己株式数 24年7月期2Q 7,164 株 23年7月期 6,500 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年7月期2Q 7,035,895 株 23年7月期2Q 7,036,514 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づ
く四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、上記の予想の前提条件その他に関する事項については、【添付資料】３ページ「１．当四半
期決算に関する定性的情報（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
・当社は、平成23年８月１日付で普通株式１株につき1.2株の割合で株式分割を行なっておりますが、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、
四半期純利益金額を算出しております。  
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による厳しい状況から回復しつつあるもの

の、欧州の債務危機、タイの洪水被害によるエレクトロニクス関連産業への悪影響、中国の景気牽引力の低下、歴

史的な円高の継続などにより、景気の先行きは依然不透明な状況にありました。 

当社を取り巻く半導体等電子部品業界におきましては、環境貢献型デバイスであるＬＥＤ（Light Emitting 

Diode＝発光ダイオード）関連に対する設備投資が見られましたが、主要用途である液晶テレビの販売の伸び悩み

に伴い、特に海外市場において投資は先延ばしの傾向が強まりました。照明用途も含めたＬＥＤ市場や、省エネル

ギーへの貢献が期待されるパワーデバイス市場は、将来的に市場拡大が見込まれているものの、景気減速懸念の

中、総じて設備投資は低調に推移し、当社の市場環境は厳しい状況となりました。 

このような状況の下、当社では引き続き需要が見込まれるＬＥＤ用途向け装置の販売に注力しつつ、パワーデバ

イス用途向け研究開発機などの拡販に努めました。国内市場では、電子部品分野のＭＥＭＳ（Micro Electro 

Mechanical Systems＝微小電気機械素子）用途や、携帯電話用ＳＡＷ（Surface Acoustic Wave＝弾性表面波）フ

ィルター用途への需要が回復しつつあり、堅調に推移いたしました。また、大学・官庁・研究機関等からの安定し

た需要も加わり、国内売上高は1,667百万円（前年同期比28.0％増）となりました。一方、海外市場は中国の金融

引き締め策の影響を受け、中国や台湾などのアジア市場の生産機の販売が減少し、当第２四半期累計期間の輸出販

売高は393百万円（前年同期比70.1％減）となりました。韓国や北米への輸出は増加したものの、台湾や中国の不

振をカバーするには至りませんでした。 

以上の結果、当第２四半期累計期間における業績は、売上高が2,061百万円（前年同期比21.2％減）、経常利益

が224百万円（前年同期比42.9％減）、純利益は129百万円（前年同期比42.6％減）となりました。 

  

（品目別売上高） 

  

（用途別売上高） 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

① 当第２四半期末の資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

当第２四半期会計期間末における流動資産の残高は、5,287百万円で前事業年度末に比べ240百万円減少いたしま

した。たな卸資産が115百万円増加した一方、現金及び預金が285百万円減少いたしました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

品  目 売上高（千円） 構成比（％） 前年同期比（％） 

ＣＶＤ装置  377,475  18.3  △36.1

エッチング装置  1,160,316  56.3  △22.8

洗浄装置  241,753  11.7  11.2

その他装置  8,600  0.4  －

その他  273,101  13.3  △10.8

合計  2,061,246  100.0  △21.2

用  途 売上高（千円） 構成比（％） 前年同期比（％） 

オプトエレクトロニクス分野  1,035,180  50.2  △38.9

電子部品分野  490,611  23.8  74.4

シリコン分野  97,050  4.7  13.8

実装・表面処理分野  35,900  1.7  △27.0

表示デバイス分野  64,500  3.1  －

その他分野  64,903  3.2  △67.8

部品・メンテナンス  273,101  13.3  △10.8

合計  2,061,246  100.0  △21.2
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（固定資産） 

当第２四半期会計期間末における固定資産の残高は、3,451百万円で前事業年度末に比べ25百万円減少いたしま

した。機械及び装置が17百万円、投資有価証券が7百万円減少したのが主な要因であります。 

（流動負債） 

当第２四半期会計期間末における流動負債の残高は、1,583百万円で前事業年度末に比べ295百万円減少いたしま

した。未払法人税等が157百万円、買掛金が75百万円、前受金が43百万円減少したのが主な要因であります。 

（固定負債） 

当第２四半期会計期間末における固定負債の残高は、634百万円で前事業年度末に比べ6百万円減少いたしまし

た。退職給付引当金が9百万円増加した一方、長期借入金が19百万円減少いたしました。 

（純資産） 

当第２四半期会計期間末における純資産の残高は、6,520百万円で前事業年度末に比べ35百万円増加いたしまし

た。これは、利益剰余金が41百万円増加したことなどによります。自己資本比率は74.6％と前事業年度末比2.6ポ

イント上昇いたしました。 

② キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べ290百万円

減少し、当第２四半期会計期間末には1,260百万円（前期末比18.7％減）となりました。 

当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は125百万円（前年同期に得られた資金 61百万円）となりました。これは主に税引

前四半期純利益が224百万円となり、売上債権の減少が67百万円がプラスに寄与した一方、法人税等の支払が250百

万円、たな卸資産の増加が115百万円、仕入債務の減少が75百万円であったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は42百万円（前年同期比43.0％減）となりました。その主な内容は定期預金の預入

による支出が1,691百万円、有形固定資産の取得による支出が35百万円に対して、定期預金の払戻による収入が

1,685百万円であったことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は110百万円（前年同期比0.4％増）となりました。これは主に配当金の支払が87

百万円であったことによるものであります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

平成24年７月期の業績予想につきましては、平成23年12月８日に発表いたしました通期の業績予想数値に変更は

ありません。 

  

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（税金費用の計算） 

税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実

効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（１株当たり当期純利益に関する会計基準等の適用） 

当第１四半期会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22年６月

30日）、「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成22年６月30

日）及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第９号 平成22年６月30日）を適用し

ております。この適用により、当第２四半期累計期間に行った株式分割は、前事業年度の期首に行われたと仮定し

て１株当たり四半期純利益を算定しております。 

これらの会計基準を適用しなかった場合の前第２四半期累計期間の１株当たり四半期純利益は、 円 銭であり

ます。 

  

（３）追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

当第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

２．サマリー情報（その他）に関する事項

38 58
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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年７月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,277,763 2,992,039

受取手形 65,190 15,724

売掛金 1,571,903 1,554,157

製品 4,082 3,275

仕掛品 452,351 591,066

原材料及び貯蔵品 105,220 82,656

前払費用 6,895 6,890

繰延税金資産 36,472 36,472

未収消費税等 802 －

その他 7,128 5,320

貸倒引当金 △159 △156

流動資産合計 5,527,651 5,287,447

サムコ(株) (6387) 平成24年７月期 第２四半期決算短信(非連結)

－ 4 －



（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年７月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年１月31日) 

固定資産   

有形固定資産   

建物 851,296 872,230

減価償却累計額 △472,972 △488,157

建物（純額） 378,323 384,073

構築物 25,314 25,314

減価償却累計額 △20,076 △20,596

構築物（純額） 5,238 4,718

機械及び装置 436,152 436,152

減価償却累計額 △379,187 △396,955

機械及び装置（純額） 56,965 39,196

車両運搬具 43,032 43,032

減価償却累計額 △35,050 △36,747

車両運搬具（純額） 7,981 6,284

工具、器具及び備品 162,566 161,837

減価償却累計額 △142,882 △143,199

工具、器具及び備品（純額） 19,683 18,638

土地 2,530,836 2,530,836

リース資産 11,235 11,235

減価償却累計額 △4,204 △5,270

リース資産（純額） 7,030 5,964

建設仮勘定 72,486 73,088

有形固定資産合計 3,078,546 3,062,801

無形固定資産   

特許権 22,106 19,146

電話加入権 2,962 2,962

ソフトウエア 3,129 2,109

水道施設利用権 3,238 3,097

リース資産 3,404 2,893

無形固定資産合計 34,841 30,209

投資その他の資産   

投資有価証券 33,529 25,774

関係会社株式 20,080 20,080

出資金 5,000 5,000

繰延税金資産 218,798 222,642

差入保証金 57,246 55,917

保険積立金 29,326 29,327

投資その他の資産合計 363,980 358,742

固定資産合計 3,477,368 3,451,753

資産合計 9,005,019 8,739,200
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年７月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年１月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 522,802 447,634

短期借入金 800,000 800,000

1年内返済予定の長期借入金 39,996 39,996

リース債務 3,153 3,153

未払金 69,938 76,011

未払費用 31,043 25,393

未払法人税等 259,394 102,317

未払消費税等 － 22,820

前受金 43,910 316

預り金 23,277 10,398

賞与引当金 21,800 18,800

役員賞与引当金 18,240 2,440

製品保証引当金 13,700 12,200

設備関係未払金 31,484 21,714

その他 － 476

流動負債合計 1,878,740 1,583,673

固定負債   

長期借入金 96,677 76,679

リース債務 7,281 5,704

長期未払金 364 285

退職給付引当金 230,623 240,574

役員退職慰労引当金 305,990 311,564

固定負債合計 640,935 634,807

負債合計 2,519,676 2,218,481

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,213,787 1,213,787

資本剰余金   

資本準備金 1,629,587 1,629,587

資本剰余金合計 1,629,587 1,629,587

利益剰余金   

利益準備金 59,500 59,500

その他利益剰余金   

別途積立金 2,847,000 3,187,000

繰越利益剰余金 738,557 440,410

利益剰余金合計 3,645,057 3,686,910

自己株式 △7,796 △8,424

株主資本合計 6,480,635 6,521,860

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,708 △1,140

評価・換算差額等合計 4,708 △1,140

純資産合計 6,485,343 6,520,719

負債純資産合計 9,005,019 8,739,200
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年８月１日 
 至 平成23年１月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年８月１日 
 至 平成24年１月31日) 

売上高 2,616,983 2,061,246

売上原価 1,436,375 1,083,930

売上総利益 1,180,607 977,315

販売費及び一般管理費 753,685 734,855

営業利益 426,922 242,459

営業外収益   

受取利息 1,623 603

特許実施許諾料 499 519

雑収入 1,052 624

営業外収益合計 3,174 1,747

営業外費用   

支払利息 4,977 4,882

為替差損 31,389 13,790

雑損失 255 817

営業外費用合計 36,622 19,490

経常利益 393,473 224,717

税引前四半期純利益 393,473 224,717

法人税等 167,226 94,909

四半期純利益 226,247 129,808
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年８月１日 
 至 平成23年１月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年８月１日 
 至 平成24年１月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 393,473 224,717

減価償却費 43,612 45,534

受取利息及び受取配当金 △1,789 △866

支払利息 4,977 4,882

為替差損益（△は益） 31,849 13,709

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,200 △3,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △300 △15,800

製品保証引当金の増減額（△は減少） 2,300 △1,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,245 9,951

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,474 5,574

売上債権の増減額（△は増加） △282,324 67,211

たな卸資産の増減額（△は増加） △166,660 △115,343

仕入債務の増減額（△は減少） 101,460 △75,168

未払消費税等の増減額（△は減少） － 22,820

未払費用の増減額（△は減少） △3,902 △5,935

前受金の増減額（△は減少） 11,643 △43,593

預り金の増減額（△は減少） △10,239 △12,879

その他 19,395 8,700

小計 161,416 129,014

利息及び配当金の受取額 1,789 866

利息の支払額 △4,975 △4,673

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △96,541 △250,381

営業活動によるキャッシュ・フロー 61,688 △125,174

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △1,681,394 △1,691,075

定期預金の払戻による収入 1,674,928 1,685,529

有形固定資産の取得による支出 △66,554 △35,522

無形固定資産の取得による支出 △298 －

投資有価証券の取得による支出 △1,908 △1,938

その他 1,169 778

投資活動によるキャッシュ・フロー △74,058 △42,227

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △19,998 △19,998

自己株式の取得による支出 △193 △627

配当金の支払額 △87,957 △87,954

その他 △1,576 △1,576

財務活動によるキャッシュ・フロー △109,725 △110,157

現金及び現金同等物に係る換算差額 △30,254 △13,196

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △152,349 △290,755

現金及び現金同等物の期首残高 1,650,007 1,551,055

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,497,657 1,260,299
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該当事項はありません。 

  

当社は、半導体等電子部品製造装置の製造及び販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま 

す。 

  

該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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（１）生産、受注及び販売の状況 

当社は、半導体等電子部品製造装置の製造及び販売事業の単一セグメントであるため、生産、受注及び販売の状

況につきましては、当社の品目別及び地域別に記載しております。 

① 生産実績                                       （単位：千円）

（注）１.金額は販売価格によっております。 

２.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

② 受注実績                                       （単位：千円）

（注）１.金額は販売価格によっております。 

２.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

③ 販売実績                                       （単位：千円）

（注）１.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

４．補足情報

区 分 

（品目別） 

前第２四半期累計期間 

（自 平成22年８月１日 

至 平成23年１月31日） 

当第２四半期累計期間 

（自 平成23年８月１日 

至 平成24年１月31日） 

前事業年度 

（自 平成22年８月１日 

至 平成23年７月31日 

金 額 
  

金 額 
  

金 額 
  

構成比（％） 構成比（％） 構成比（％）

ＣＶＤ装置  719,926  25.6  348,066  14.7  1,530,743  28.3

エッチング装置  1,517,168  54.0  1,468,932  62.2  2,782,307  51.4

洗浄装置  214,960  7.7  219,223  9.3  423,312  7.8

その他装置  26,678  0.9  28,273  1.2  27,430  0.5

その他  330,276  11.8  296,848  12.6  651,033  12.0

合計  2,809,010  100.0  2,361,344  100.0  5,414,827  100.0

区 分 

（品目別） 

前第２四半期累計期間 

（自 平成22年８月１日 

至 平成23年１月31日） 

当第２四半期累計期間 

（自 平成23年８月１日 

至 平成24年１月31日） 

前事業年度 

（自 平成22年８月１日 

至 平成23年７月31日 

受注高 受注残 受注高 受注残 受注高 受注残 

ＣＶＤ装置  604,650  632,150  103,080  286,980  1,226,175  561,375

エッチング装置  1,444,478  979,468  764,982  542,285  2,864,053  937,619

洗浄装置  177,848  64,102  101,053  47,500  474,077  188,200

その他装置  －  －  800  －  7,800  7,800

その他  370,144  124,344  289,602  70,728  610,503  54,227

合計  2,597,121  1,800,065  1,259,518  947,494  5,182,609  1,749,221

区 分 

（品目別） 

前第２四半期累計期間 

（自 平成22年８月１日 

至 平成23年１月31日） 

当第２四半期累計期間 

（自 平成23年８月１日 

至 平成24年１月31日） 

前事業年度 

（自 平成22年８月１日 

至 平成23年７月31日 

金 額 
  

金 額 
  

金 額 
  

構成比（％） 構成比（％） 構成比（％）

ＣＶＤ装置  591,000  22.6  377,475  18.3  1,283,300  24.4

エッチング装置  1,502,453  57.4  1,160,316  56.3  2,963,878  56.4

洗浄装置  217,475  8.3  241,753  11.7  389,607  7.4

その他装置  －  －  8,600  0.4  －  －

その他  306,053  11.7  273,101  13.3  616,529  11.8

合計  2,616,983  100.0  2,061,246  100.0  5,253,315  100.0
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２.主な輸出地域、輸出販売高及び割合は次のとおりであります。 

（単位：千円） 

（注）（ ）内は総販売実績に対する輸出販売高の割合です。 

  

区 分 

（地域別） 

前第２四半期累計期間 

（自 平成22年８月１日 

至 平成23年１月31日） 

当第２四半期累計期間 

（自 平成23年８月１日 

至 平成24年１月31日） 

前事業年度 

（自 平成22年８月１日 

至 平成23年７月31日 

金 額 
  

金 額 
  

金 額 
  

構成比（％） 構成比（％） 構成比（％）

アジア  1,146,902  87.3  291,525  74.1  1,914,550  88.1

北米  42,760  3.3  95,305  24.2  78,889  3.6

欧州  40,041  3.0  4,517  1.2  39,953  1.8

その他  84,648  6.4  1,910  0.5  139,940  6.5

輸出販売高合計 

  

 

（ ％） 

1,314,352

50.2

 

  

100.0  

（ ％） 

393,259

19.1

 

  

100.0  

（ ％） 

2,173,333

41.4

 

  

100.0
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