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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、設備投資が緩やかな増加基調にあるほか、個人消費も底堅く推移

しており、緩やかな回復基調が続きました。世界経済は、緩やかな回復に転じておりますが、米国新政権の政策運

営やその新興国経済への影響、欧州各国の国政選挙等を巡る不確実性は根強く、世界経済全体は先行き不透明な状

況が続いております。 

当社を取り巻く半導体等電子部品業界におきましては、世の中に存在する様々なモノがネットワークと繋がるＩ

ｏＴ（Internet of Things）時代を迎え、当社の関わる化合物半導体を用いた新たなモバイル機器や車載センサー

などの電子部品分野、あるいはＭＥＭＳ（Micro Electro Mechanical Systems＝微小電気機械素子）といった先端

分野での研究開発投資が、幅広い企業で進みつつあります。一方、これら全てのデバイスに必要となる半導体メモ

リーの需要急増により、供給が逼迫した状況にあり、新規の投資判断に影響も出てきております。 

このような状況の下、当第２四半期累計期間はスマートフォン向け電子部品分野の高周波デバイスへの設備投資

需要の減速に加え、新規の生産設備案件が先延ばしとなる傾向が継続したことから、受注の伸び悩みが続き、当第

２四半期累計期間の売上高は低水準な結果となりました。 

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1,719百万円（前年同期比41.2％減）、営業損失

は84百万円（前年同期は営業利益472百万円）となりました。また、円安の影響による為替差益66百万円（前年同

期は為替差損34百万円）が発生したことから、経常損失は15百万円（前年同期は経常利益421百万円）、四半期純

損失は14百万円（前年同期は四半期純利益274百万円）となりました。 

 

（用途別売上高）

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 302,000 17.6 △39.4

電子部品分野 638,569 37.1 △62.6

シリコン分野 204,410 11.9 74.4

実装・表面処理分野 101,062 5.9 △27.8

表示デバイス分野 5,400 0.3 134.8

その他分野 81,100 4.7 15.7

部品・メンテナンス 387,196 22.5 △0.5

合計 1,719,738 100.0 △41.2

 

（２）財政状態に関する説明

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、6,560百万円で前事業年度末に比べ283百万円減少いたしま

した。売掛金が150百万円、現金及び預金が104百万円減少したのが主な要因であります。

（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、3,822百万円で前事業年度末に比べ47百万円増加いたしま

した。繰延税金資産が23百万円減少した一方、保有する投資有価証券の時価が上昇したことにより投資有価証券が

77百万円増加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、1,431百万円で前事業年度末に比べ122百万円減少いたしま

した。未払金が74百万円、未払法人税等が68百万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、731百万円で前事業年度末に比べ８百万円増加いたしまし

た。退職給付引当金が９百万円増加したのが主な要因であります。

（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、8,220百万円で前事業年度末に比べ122百万円減少いたしまし

た。これは、利益剰余金が174百万円減少したことなどによります。自己資本比率は79.2％と前事業年度末比0.6ポ

イント上昇いたしました。
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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113百万円

減少し、当第２四半期会計期間末には2,779百万円（前事業年度末比3.9％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）

営業活動の結果得られた資金は133百万円（前年同期比84.7％減）となりました。これは主に売上債権の減少177

百万円、たな卸資産の減少48百万円がプラスに寄与した一方、法人税等の支払が68百万円、為替差益が56百万円で

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130百万円（前年同期比111.6％増）となりました。定期預金の預入による支出が

1,749百万円、有形固定資産の取得による支出が133百万円に対して、定期預金の払戻による収入が1,743百万円で

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162百万円（前年同期に得られた資金は759百万円）となりました。これは主に配

当金の支払が160百万円であっことによるものであります。

 

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年７月期の業績予想につきましては、足元の受注環境は回復の方向にあるものの、複数の案件で顧客が最

終ユーザーからの発注見極めに時間を要しており、これら商談の出荷までのリードタイムを勘案した結果、当初下

期に予定していた出荷を次期に延期せざるを得ない見通しとなりました。これらの売上計上時期を見直した結果、

平成29年２月21日に通期の業績予想数値を修正した「業績予想の修正に関するお知らせ」を発表いたしました。 

現時点では、平成29年２月21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。 

 

２．サマリー情報（注記事項）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

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

該当事項はありません。
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３．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

    （単位：千円） 

 
前事業年度 

(平成28年７月31日) 
当第２四半期会計期間 
(平成29年１月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 4,684,324 4,579,922 

受取手形 40,709 14,043 

売掛金 1,519,877 1,369,408 

製品 29,652 － 

仕掛品 468,288 457,760 

原材料及び貯蔵品 106,751 98,208 

前渡金 － 28,763 

前払費用 8,455 8,629 

繰延税金資産 21,199 25,748 

その他 29,027 47,874 

貸倒引当金 △63,967 △69,686 

流動資産合計 6,844,319 6,560,672 
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    （単位：千円） 

 
前事業年度 

(平成28年７月31日) 
当第２四半期会計期間 
(平成29年１月31日) 

固定資産    

有形固定資産    

建物 891,932 900,202 

減価償却累計額 △616,278 △626,969 

建物（純額） 275,654 273,233 

構築物 25,314 25,314 

減価償却累計額 △23,482 △23,698 

構築物（純額） 1,831 1,615 

機械及び装置 739,594 739,594 

減価償却累計額 △622,880 △641,580 

機械及び装置（純額） 116,714 98,014 

車両運搬具 48,546 48,869 

減価償却累計額 △29,886 △33,125 

車両運搬具（純額） 18,660 15,743 

工具、器具及び備品 184,759 205,219 

減価償却累計額 △162,998 △169,164 

工具、器具及び備品（純額） 21,761 36,055 

土地 2,530,836 2,530,836 

リース資産 43,558 43,558 

減価償却累計額 △25,376 △27,396 

リース資産（純額） 18,181 16,161 

建設仮勘定 187,403 199,714 

有形固定資産合計 3,171,043 3,171,374 

無形固定資産    

特許権 5,418 4,402 

電話加入権 2,962 2,962 

ソフトウエア 266 226 

水道施設利用権 1,831 1,690 

無形固定資産合計 10,479 9,282 

投資その他の資産    

投資有価証券 101,266 178,968 

関係会社株式 101,884 101,884 

出資金 5,000 5,000 

関係会社長期貸付金 75,707 68,622 

繰延税金資産 203,813 180,799 

差入保証金 76,279 76,516 

保険積立金 29,385 29,504 

その他 867 968 

投資その他の資産合計 594,204 642,263 

固定資産合計 3,775,727 3,822,920 

資産合計 10,620,046 10,383,593 
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    （単位：千円） 

 
前事業年度 

(平成28年７月31日) 
当第２四半期会計期間 
(平成29年１月31日) 

負債の部    

流動負債    

買掛金 345,573 369,678 

短期借入金 800,000 800,000 

リース債務 4,040 4,040 

未払金 162,356 88,145 

未払費用 33,457 43,910 

未払法人税等 82,500 13,689 

未払消費税等 52,896 － 

前受金 811 62,265 

預り金 28,244 17,844 

賞与引当金 20,200 19,400 

役員賞与引当金 9,118 － 

製品保証引当金 15,500 11,200 

その他 － 1,600 

流動負債合計 1,554,698 1,431,774 

固定負債    

リース債務 14,141 12,121 

長期未払金 707 606 

退職給付引当金 359,463 368,907 

役員退職慰労引当金 348,353 349,901 

固定負債合計 722,665 731,536 

負債合計 2,277,364 2,163,310 

純資産の部    

株主資本    

資本金 1,663,687 1,663,687 

資本剰余金    

資本準備金 2,079,487 2,079,487 

資本剰余金合計 2,079,487 2,079,487 

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 3,787,000 3,867,000 

繰越利益剰余金 725,085 470,395 

利益剰余金合計 4,571,585 4,396,895 

自己株式 △10,443 △10,520 

株主資本合計 8,304,317 8,129,549 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 38,365 90,733 

評価・換算差額等合計 38,365 90,733 

純資産合計 8,342,682 8,220,282 

負債純資産合計 10,620,046 10,383,593 

 

サムコ(株) (6387) 平成29年７月期 第２四半期決算短信(非連結)

－ 6 －



（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27年８月１日 

 至 平成28年１月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成28年８月１日 
 至 平成29年１月31日) 

売上高 2,923,455 1,719,738 

売上原価 1,496,145 946,044 

売上総利益 1,427,309 773,694 

販売費及び一般管理費 955,111 858,238 

営業利益又は営業損失（△） 472,197 △84,544 

営業外収益    

受取利息 1,711 1,063 

受取配当金 731 844 

為替差益 － 66,468 

雑収入 741 4,563 

営業外収益合計 3,184 72,939 

営業外費用    

支払利息 2,865 1,977 

為替差損 34,269 － 

株式交付費 11,332 － 

売上割引 5,590 1,658 

雑損失 0 470 

営業外費用合計 54,057 4,105 

経常利益又は経常損失（△） 421,324 △15,710 

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 421,324 △15,710 

法人税等 146,492 △1,692 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 274,832 △14,017 
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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27年８月１日 

 至 平成28年１月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成28年８月１日 
 至 平成29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又は税引前四半期純損失

（△） 
421,324 △15,710 

減価償却費 49,658 44,630 

受取利息及び受取配当金 △2,443 △1,907 

支払利息 2,865 1,977 

株式交付費 11,332 － 

為替差損益（△は益） 26,821 △56,549 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 35,890 5,719 

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,000 △800 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8,670 △9,118 

製品保証引当金の増減額（△は減少） △500 △4,300 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,325 9,444 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,967 1,548 

売上債権の増減額（△は増加） 665,401 177,135 

たな卸資産の増減額（△は増加） △45,551 48,723 

仕入債務の増減額（△は減少） △51,179 24,104 

その他 △41,479 △23,333 

小計 1,076,763 201,563 

利息及び配当金の受取額 2,443 1,907 

利息の支払額 △2,760 △2,007 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △203,613 △68,351 

営業活動によるキャッシュ・フロー 872,832 133,111 

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 △1,743,205 △1,749,838 

定期預金の払戻による収入 1,739,243 1,743,541 

有形固定資産の取得による支出 △34,437 △133,993 

投資有価証券の取得による支出 △2,253 △2,320 

関係会社株式の取得による支出 △61,630 － 

貸付金の回収による収入 39,681 11,701 

その他 738 △22 

投資活動によるキャッシュ・フロー △61,864 △130,931 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

株式の発行による収入 888,467 － 

自己株式の取得による支出 △20 △77 

配当金の支払額 △126,605 △160,672 

その他 △2,020 △2,020 

財務活動によるキャッシュ・フロー 759,821 △162,769 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △17,097 46,661 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,553,692 △113,928 

現金及び現金同等物の期首残高 1,263,370 2,893,828 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,817,063 2,779,900 
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（４）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

 

（セグメント情報等）

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。
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４．補足情報

（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）

区 分 

（品目別） 

前第２四半期累計期間 

（自 平成27年８月１日 

至 平成28年１月31日） 

当第２四半期累計期間 

（自 平成28年８月１日 

至 平成29年１月31日） 

前事業年度 

（自 平成27年８月１日 

至 平成28年７月31日） 

金 額 
 

金 額 
 

金 額 
 

構成比（％） 構成比（％） 構成比（％） 

ＣＶＤ装置 195,244 6.3 59,276 3.5 225,600 4.4 

エッチング装置 2,274,004 73.2 1,007,512 59.3 3,603,415 69.7 

洗浄装置 202,106 6.5 238,924 14.0 401,784 7.8 

その他 434,561 14.0 394,277 23.2 937,456 18.1 

合計 3,105,916 100.0 1,699,990 100.0 5,168,256 100.0 

（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）

区 分 

（品目別） 

前第２四半期累計期間 

（自 平成27年８月１日 

至 平成28年１月31日） 

当第２四半期累計期間 

（自 平成28年８月１日 

至 平成29年１月31日） 

前事業年度 

（自 平成27年８月１日 

至 平成28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 135,083 79,930 242,300 181,200 135,083 19,730 

エッチング装置 1,806,691 1,262,237 1,156,235 596,176 2,670,933 470,490 

洗浄装置 205,645 85,530 221,074 106,112 455,427 106,200 

その他 536,280 248,243 427,263 161,243 885,648 121,176 

合計 2,683,699 1,675,941 2,046,874 1,044,732 4,147,092 717,596 

（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）

区 分 

（品目別） 

前第２四半期累計期間 

（自 平成27年８月１日 

至 平成28年１月31日） 

当第２四半期累計期間 

（自 平成28年８月１日 

至 平成29年１月31日） 

前事業年度 

（自 平成27年８月１日 

至 平成28年７月31日） 

金 額 
 

金 額 
 

金 額 
 

構成比（％） 構成比（％） 構成比（％） 

ＣＶＤ装置 212,503 7.3 80,830 4.7 272,703 5.1 

エッチング装置 2,098,624 71.8 1,030,549 59.9 3,754,613 70.2 

洗浄装置 223,104 7.6 221,162 12.9 452,217 8.5 

その他 389,222 13.3 387,196 22.5 865,658 16.2 

合計 2,923,455 100.0 1,719,738 100.0 5,345,193 100.0 

（注）１.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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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）

区 分 

（地域別） 

前第２四半期累計期間 

（自 平成27年８月１日 

至 平成28年１月31日） 

当第２四半期累計期間 

（自 平成28年８月１日 

至 平成29年１月31日） 

前事業年度 

（自 平成27年８月１日 

至 平成28年７月31日） 

金 額 
 

金 額 
 

金 額 
 

構成比（％） 構成比（％） 構成比（％） 

アジア 539,026 77.9 471,925 94.9 826,204 76.1

北米 152,832 22.1 2,889 0.6 259,233 23.9

欧州 － － 22,437 4.5 － － 

その他 － － － － － － 

輸出販売高合計 

 

691,858 

（23.7％） 

100.0 

 

497,252

（28.9％） 

100.0 

 

1,085,438

（20.3％） 

100.0 

 

（注）（ ）内は総販売実績に対する輸出販売高の割合です。
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