
平成25年7月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 

平成25年6月4日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 サムコ 株式会社 上場取引所 大 
コード番号 6387 URL http://www.samco.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 辻 理
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員 管理統括部長 （氏名） 竹之内 聡一郎 TEL 075-621-7841
四半期報告書提出予定日 平成25年6月5日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成25年7月期第3四半期の業績（平成24年8月1日～平成25年4月30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 ％

25年7月期第3四半期 3,176 15.9 300 50.2 539 134.5 335 154.9
24年7月期第3四半期 2,741 △31.5 200 △68.3 230 △61.8 131 △62.1

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

25年7月期第3四半期 47.62 ―
24年7月期第3四半期 18.68 ―

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

25年7月期第3四半期 9,222 6,822 74.0 969.71
24年7月期 8,655 6,561 75.8 932.63
（参考） 自己資本   25年7月期第3四半期  6,822百万円 24年7月期  6,561百万円

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

24年7月期 ― 0.00 ― 12.50 12.50
25年7月期 ― 0.00 ―
25年7月期（予想） 15.00 15.00

3. 平成25年 7月期の業績予想（平成24年 8月 1日～平成25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 4,400 14.9 475 44.7 625 94.1 375 118.7 53.30



(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（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」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（注記事項）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） 

※  注記事項

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   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年7月期3Q 7,042,881 株 24年7月期 7,042,881 株
② 期末自己株式数 25年7月期3Q 7,744 株 24年7月期 7,284 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年7月期3Q 7,035,457 株 24年7月期3Q 7,035,817 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。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、新政権下での大胆な金融緩和によるデフレ脱却、財政政策への期

待感から、対ドル・対ユーロで円安の進展が見られ、国内株式市場も持ち直しつつあるなど、景気回復へ向けての

歴史的な一歩を踏み出しました。世界経済では、昨年来の減速した状態から徐々に持ち直しに向かっているもの

の、欧州債務危機、中国の成長鈍化に対する懸念は大きく、引き続き先行きの不確実性が大きい状況が続いており

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、スマートフォンやタブレット型端末の需要拡大を背景

に、一部の国内企業による設備投資は堅調でありました。しかし、不透明な世界経済情勢への懸念から、業界全体

における設備投資は調整局面が継続しております。また、アジア市場での生産機への投資につきましても、商談や

引き合い等に回復の兆しが出ているものの、未だ受注環境の本格回復には至っていない状況であります。 

このような状況の下、国内市場はオプトエレクトロニクス分野の高輝度ＬＥＤ用途や各種レーザー用途での販売

を伸ばし、大学・官庁・研究機関への販売も堅調に推移いたしました。また、電子部品分野での大口受注が売上に

寄与したこともあり、国内売上高は2,475百万円（前年同期比15.0％増）となりました。また、海外市場は引き続

きアジア市場が輸出を牽引し、輸出販売高は700百万円（前年同期比18.9％増）となりました。 

以上の結果、当第３四半期累計期間における業績は、売上高が3,176百万円（前年同期比15.9％増）、営業利益

が300百万円（前年同期比50.2％増）、経常利益が539百万円（前年同期比134.5％増）、四半期純利益は335百万円

（前年同期比154.9％増）となりました。なお、円安の進行による為替差益が241百万円発生しております。 

  

（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 

（流動資産） 

当第３四半期会計期間末における流動資産の残高は、5,839百万円で前事業年度末に比べ585百万円増加いたしま

した。当第３四半期会計期間における売上高増加に伴い売上債権が643百万円増加した一方、未収還付法人税等が

56百万円減少したのが主な要因であります。 

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  855,832  27.0  45.8

エッチング装置  1,782,876  56.1  28.7

洗浄装置  132,126  4.2  △61.4

その他装置  7,500  0.2  △12.8

その他  398,018  12.5  △5.0

合計  3,176,354  100.0  15.9

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  1,552,840  48.9  19.2

電子部品分野  767,542  24.2  48.5

シリコン分野  200,058  6.3  △11.9

実装・表面処理分野  13,090  0.4  △81.6

表示デバイス分野  20,707  0.6  △70.8

その他分野  224,098  7.1  67.1

部品・メンテナンス  398,018  12.5  △5.0

合計  3,176,354  100.0  15.9
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（固定資産） 

当第３四半期会計期間末における固定資産の残高は、3,383百万円で前事業年度末に比べ18百万円減少いたしま

した。リース資産の取得による増加32百万円、投資有価証券の増加23百万円があった一方、減価償却に伴い有形固

定資産が74百万円減少したのが主な要因であります。 

（流動負債） 

当第３四半期会計期間末における流動負債の残高は、1,756百万円で前事業年度末に比べ298百万円増加いたしま

した。前受金が45百万円減少した一方、当第３四半期会計期間における仕入高増加に伴い買掛金が177百万円増加

し、また未払法人税等が149百万円増加したのが主な要因であります。 

（固定負債） 

当第３四半期会計期間末における固定負債の残高は、643百万円で前事業年度末に比べ８百万円増加いたしまし

た。長期借入金が29百万円減少した一方、リース債務が24百万円、退職給付引当金が11百万円増加したのが主な要

因であります。 

（純資産） 

当第３四半期会計期間末における純資産の残高は、6,822百万円で前事業年度末に比べ260百万円増加いたしまし

た。これは、利益剰余金が247百万円増加したことなどによります。自己資本比率は74.0％と前事業年度末比1.8ポ

イント低下いたしました。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

平成25年７月期の業績予想につきましては、平成25年１月31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３四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 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年８月１日以後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方法に変更しております。 

この変更による当第３四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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24年７月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,505,590 3,477,565

受取手形 145,219 120,371

売掛金 971,987 1,640,769

製品 5,839 －

仕掛品 455,598 498,093

原材料及び貯蔵品 86,756 73,308

前払費用 6,661 13,407

繰延税金資産 14,007 14,007

未収還付法人税等 56,015 －

その他 5,938 1,890

貸倒引当金 △111 △175

流動資産合計 5,253,503 5,839,237

サムコ(株) (6387) 平成25年７月期 第３四半期決算短信(非連結)

－ 4 －



（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年７月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年４月30日) 

固定資産   

有形固定資産   

建物 872,230 873,464

減価償却累計額 △504,307 △526,703

建物（純額） 367,923 346,760

構築物 25,314 25,314

減価償却累計額 △21,116 △21,699

構築物（純額） 4,198 3,615

機械及び装置 516,924 546,336

減価償却累計額 △438,995 △481,570

機械及び装置（純額） 77,929 64,765

車両運搬具 43,032 44,427

減価償却累計額 △38,429 △38,144

車両運搬具（純額） 4,603 6,282

工具、器具及び備品 161,837 165,022

減価償却累計額 △148,217 △151,549

工具、器具及び備品（純額） 13,620 13,472

土地 2,530,836 2,530,836

リース資産 11,235 43,558

減価償却累計額 △6,336 △8,946

リース資産（純額） 4,898 34,612

建設仮勘定 26,763 －

有形固定資産合計 3,030,774 3,000,345

無形固定資産   

特許権 16,880 13,481

電話加入権 2,962 2,962

ソフトウエア 1,088 153

水道施設利用権 2,957 2,746

リース資産 2,382 1,616

無形固定資産合計 26,271 20,960

投資その他の資産   

投資有価証券 26,690 50,655

関係会社株式 20,080 20,080

出資金 5,000 5,000

繰延税金資産 206,991 199,498

差入保証金 56,341 57,071

保険積立金 29,327 29,329

その他 205 171

投資その他の資産合計 344,636 361,805

固定資産合計 3,401,681 3,383,112

資産合計 8,655,185 9,222,349
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年７月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年４月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 375,023 552,419

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 7,194

未払金 65,878 58,039

未払費用 30,025 33,741

未払法人税等 5,000 154,536

未払消費税等 28,797 16,878

前受金 52,906 7,778

預り金 21,208 15,270

賞与引当金 21,100 41,100

役員賞与引当金 4,286 10,383

製品保証引当金 11,500 17,500

設備関係未払金 － 2,153

流動負債合計 1,458,875 1,756,990

固定負債   

長期借入金 56,681 26,684

リース債務 4,127 29,035

長期未払金 206 1,451

退職給付引当金 256,560 267,960

役員退職慰労引当金 317,075 318,171

固定負債合計 634,650 643,302

負債合計 2,093,525 2,400,293

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 3,187,000 3,287,000

繰越利益剰余金 482,105 629,251

利益剰余金合計 3,728,605 3,975,751

自己株式 △8,503 △8,842

株主資本合計 6,563,476 6,810,282

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,816 11,773

評価・換算差額等合計 △1,816 11,773

純資産合計 6,561,659 6,822,056

負債純資産合計 8,655,185 9,222,349

サムコ(株) (6387) 平成25年７月期 第３四半期決算短信(非連結)

－ 6 －



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成23年８月１日 
 至 平成24年４月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年８月１日 
 至 平成25年４月30日) 

売上高 2,741,545 3,176,354

売上原価 1,433,515 1,729,728

売上総利益 1,308,030 1,446,625

販売費及び一般管理費 1,107,625 1,145,705

営業利益 200,404 300,920

営業外収益   

受取利息 757 555

為替差益 23,787 241,418

受取解約金 11,700 －

雑収入 1,420 3,381

営業外収益合計 37,665 245,355

営業外費用   

支払利息 7,042 6,165

雑損失 895 381

営業外費用合計 7,938 6,546

経常利益 230,131 539,729

税引前四半期純利益 230,131 539,729

法人税等 98,677 204,638

四半期純利益 131,454 335,091
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該当事項はありません。 

  

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。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

サムコ(株) (6387) 平成25年７月期 第３四半期決算短信(非連結)
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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３四半期累計期間 

（自 平成23年８月１日 

至 平成24年４月30日） 

当第３四半期累計期間 

（自 平成24年８月１日 

至 平成25年４月30日） 

前事業年度 

（自 平成23年８月１日 

至 平成24年７月31日 

金 額 
  

金 額 
  

金 額 
  

構成比（％） 構成比（％） 構成比（％）

ＣＶＤ装置  459,330  15.2  678,109  20.8  689,677  17.6

エッチング装置  1,777,335  58.6  1,997,520  61.3  2,305,350  58.7

洗浄装置  327,602  10.8  170,682  5.2  360,762  9.2

その他装置  21,578  0.7  121  0.0  24,908  0.6

その他  445,375  14.7  414,439  12.7  544,563  13.9

合計  3,031,221  100.0  3,260,872  100.0  3,925,262  100.0

区 分 

（品目別） 

前第３四半期累計期間 

（自 平成23年８月１日 

至 平成24年４月30日） 

当第３四半期累計期間 

（自 平成24年８月１日 

至 平成25年４月30日） 

前事業年度 

（自 平成23年８月１日 

至 平成24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  385,008  359,480  505,123  －  493,684  350,709

エッチング装置  1,140,423  692,807  2,027,563  745,590  1,747,174  500,902

洗浄装置  199,284  45,600  138,622  20,495  240,485  14,000

その他装置  800  －  －  －  17,800  7,500

その他  406,042  41,347  385,017  45,144  511,844  58,145

合計  2,131,559  1,139,235  3,056,326  811,229  3,010,989  931,257

区 分 

（品目別） 

前第３四半期累計期間 

（自 平成23年８月１日 

至 平成24年４月30日） 

当第３四半期累計期間 

（自 平成24年８月１日 

至 平成25年４月30日） 

前事業年度 

（自 平成23年８月１日 

至 平成24年７月31日 

金 額 
  

金 額 
  

金 額 
  

構成比（％） 構成比（％） 構成比（％）

ＣＶＤ装置  586,903  21.4  855,832  27.0  704,350  18.4

エッチング装置  1,385,234  50.5  1,782,876  56.1  2,183,890  57.0

洗浄装置  341,884  12.5  132,126  4.2  414,685  10.8

その他装置  8,600  0.3  7,500  0.2  18,100  0.5

その他  418,922  15.3  398,018  12.5  507,927  13.3

合計  2,741,545  100.0  3,176,354  100.0  3,828,953  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３四半期累計期間 

（自 平成23年８月１日 

至 平成24年４月30日） 

当第３四半期累計期間 

（自 平成24年８月１日 

至 平成25年４月30日） 

前事業年度 

（自 平成23年８月１日 

至 平成24年７月31日 

金 額 
  

金 額 
  

金 額 
  

構成比（％） 構成比（％） 構成比（％）

アジア  486,369  82.5  631,703  90.2  981,125  83.3

北米  93,789  15.9  64,692  9.2  125,138  10.6

欧州  7,481  1.3  4,360  0.6  68,948  5.9

その他  1,879  0.3  －  －  1,838  0.2

輸出販売高合計 

  

 

（ ％） 

589,519

21.5

 

  

100.0  

（ ％） 

700,756

22.1

 

  

100.0  

（ ％） 

1,177,051

30.7

 

  

100.0
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