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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．第17期連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

回次 第14期 第15期 第16期 第17期 第18期 

決算年月 平成14年５月 平成15年５月 平成16年５月 平成17年５月 平成18年５月 

売上高 (千円) － － － 3,622,445 4,875,210 

経常利益 (千円) － － － 281,852 214,940 

当期純利益 (千円) － － － 135,373 103,960 

純資産額 (千円) － － － 990,494 2,364,490 

総資産額 (千円) － － － 6,304,445 8,842,501 

１株当たり純資産額 (円) － － － 219.63 445.29 

１株当たり当期純利

益金額 
(円) － － － 30.02 20.53 

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額 

(円) － － － － － 

自己資本比率 (％) － － － 15.7 26.7 

自己資本利益率 (％) － － － 14.0 6.2 

株価収益率 (倍) － － － 61.0 69.2 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
(千円) － － － △1,398,352 △1,371,777 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
(千円) － － － △446,112 △239,953 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
(千円) － － － 1,713,825 2,263,021 

現金及び現金同等物

の期末残高 
(千円) － － － 596,440 1,250,987 

従業員数 (人) － － － 87 99 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、第14期は新株引受権の残高がありますが、当社株式

は非上場であり、かつ、店頭登録もしていないため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりませ

ん。第15期及び第16期は潜在株式がないため、また第17期及び第18期は希薄化効果を有している潜在株式が

存在しないため、記載しておりません。 

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため、記載しておりません。 

４．当社は第17期より連結財務諸表を作成しているため、キャッシュ・フロー計算書については記載しておりま

せん。 

回次 第14期 第15期 第16期 第17期 第18期 

決算年月 平成14年５月 平成15年５月 平成16年５月 平成17年５月 平成18年５月 

売上高 (千円) 1,063,613 1,448,774 3,205,893 3,621,174 4,866,351 

経常利益 (千円) 49,731 42,410 275,616 327,372 275,587 

当期純利益 (千円) 4,822 15,871 147,338 188,558 164,617 

持分法を適用した場

合の投資利益 
(千円) － － － － － 

資本金 (千円) 63,000 200,500 413,000 413,000 1,072,200 

発行済株式総数 (株) 1,260 4,010 4,510,000 4,510,000 5,310,000 

純資産額 (千円) 50,985 247,007 952,346 1,050,442 2,478,300 

総資産額 (千円) 936,834 1,783,536 4,444,686 6,360,141 8,953,909 

１株当たり純資産額 (円) 40,464.89 61,597.85 211.16 232.92 466.73 

１株当たり配当額

（うち１株当たり中

間配当額） 

(円) 
－ 

(－) 

－ 

(－) 

20 

(－) 

12 

(－) 

12 

(－) 

１株当たり当期純利

益金額 
(円) 3,827.05 11,816.77 36.25 41.81 32.51 

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額 

(円) － － － － － 

自己資本比率 (％) 5.4 13.8 21.4 16.5 27.7 

自己資本利益率 (％) 9.9 10.7 24.6 18.8 9.3 

株価収益率 (倍) － － 121.9 43.8 43.7 

配当性向 (％) － － 61.2 28.7 36.9 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
(千円) △39,130 △3,409 △1,625,566 － － 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
(千円) △29,949 △22,972 △146,920 － － 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
(千円) 56,603 565,007 1,916,068 － － 

現金及び現金同等物

の期末残高 
(千円) 33,909 572,482 715,572 － － 

従業員数 （人） 15 27 54 76 83 



５．第14期及び第15期の株価収益率については、当社株式は非上場・非登録でありますので記載しておりませ

ん。 

６．第15期から、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額の算定にあたっては、「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）及び「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）を適用しております。 

７．平成16年２月３日付で株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。 

なお、第16期の１株当たり当期純利益は、株式分割が期首に行われたものとして計算しております。 

２【沿革】 

年月 事項 

昭和63年７月 東京都八王子市に資本金３百万円で株式会社レイテックスを設立 

平成２年７月 Chapman社製非接触表面粗さ計の販売を開始 

平成５年５月 E+H社製ウェーハ形状測定器の販売を開始 

平成６年１月 本社を東京都国分寺市に移転 

平成７年６月 本社を東京都多摩市に移転 

平成７年12月 ウェーハエッジ欠陥自動検査装置「EdgeScan」の開発を開始 

平成８年５月 ウェーハエッジ欠陥自動検査装置「EdgeScan」の販売を開始（自社開発第１弾） 

平成９年３月 ディスク用表面粗さセンサーの販売を開始（自社開発第２弾） 

平成13年１月 セキテクノトロン株式会社とウェーハエッジ欠陥自動検査装置の総代理店契約を締結 

平成13年４月 ウェーハ裏面自動検査装置「BackScan」の販売を開始（自社開発第３弾） 

平成13年７月 ウェーハトポグラフィー測定検査装置「DynaSearch」の販売代理権を獲得 

平成14年７月 ウェーハトポグラフィー測定検査装置「DynaSearch」の機能向上を目指し自社開発を開始 

平成15年１月 ウェーハエッジ裏面複合検査装置「EdgeScan B+plus」の販売を開始 

平成15年３月 福島県福島市に福島オフィスを開設 

平成15年６月 福岡県福岡市中央区に九州オフィスを開設 

平成15年７月 Therma-Wave社製薄膜測定装置及びイオンドーズモニターの販売を開始 

平成15年７月 米国オレゴン州に RAYTEX USA CORPORATION を設立 

平成15年10月 中間工程向けウェーハ全面検査装置を発表（自社開発第４弾） 

平成15年10月 ウェーハトポグラフィー測定検査装置「DynaSearch XP」（自社開発版）を発表 

平成16年４月 株式会社東京証券取引所マザーズに株式を上場 

平成16年６月 ウェーハトポグラフィ測定検査装置「DynaSearch」に関する特許権・商標権の取得 

平成16年８月 台湾 台北市に台湾オフィスを開設 

平成16年９月 KLA-Tencor社より、ウェーハ測定検査機「NanoPro NP1」に関する特許権・商標権の取得 

平成16年10月 ウェーハエッジ欠陥検査装置「EdgeScan plus」の販売を開始 

平成16年10月 韓国 京畿道龍仁市に韓国オフィスを開設  

平成17年５月 ウェーハエッジ・裏面多機能検査装置の販売を開始 

平成18年１月 品質マネジメントシステムの国際規格ISO９００１：2000認証取得 

平成18年５月 ウェーハ測定検査機「ＮａｎｏＰｒｏ ＮＰ１」の販売を開始 

平成18年７月 多摩市落合に新社屋完成、本社移転 



３【事業の内容】 

 当社グループは、当社及び子会社１社により構成されています。当社グループは、半導体製造工程のうち主として

前工程（ウェーハ製造、マスク、ウェーハプロセス等の各工程）において使用されるウェーハ検査装置、ウェーハ測

定装置の開発、設計、生産及び販売を主たる業務としており、ウェーハメーカー及びデバイスメーカーを主なユーザ

ーとしています。 

 当社グループは検査装置、測定装置の開発及び製品の最終的な調整、カスタマイズに重点を置くため、製造工場を

保有せず協力工場に生産を委託しています。 

 また、北米ユーザーにつきましては、代理店経由で販売を行っていますので、サービスサポートを当社の子会社で

あるRAYTEX USA CORPORATIONにて行っております。 

(1）製商品の特徴について 

 当社グループの事業及び主要製品・商品を品目別に展開すると、次のとおりであります。 

（ウェーハ検査装置） 

 シリコンウェーハの端面、裏面のキズやパーティクル（小さなゴミ）等の欠陥の有無を、独自のレーザースキャン

方式を用いて検査する装置です。ウェーハ製造工程におけるエッジ検査は、従来は目視によって行われており、検査

精度のばらつき等の問題が発生していましたが、当社製品はレーザースキャン方式の採用によりこれらの問題を生じ

させることなく、精度の高い高スピードの自動検査を可能にしています。 

 半導体業界で使用されているシリコンウェーハは、現在、直径200㎜ウェーハが主流でありますが、各社の設備投

資の結果300㎜ウェーハへと大型化が進んでいます。しかし、300㎜ウェーハは200㎜ウェーハに比べ、半導体の製造

工程において割れやすく、半導体製造の歩留まりを低下させていますが、ウェーハが割れる原因の１つとして、ウェ

ーハエッジの欠陥の存在があげられております。ウェーハの大口径化の進展及び回路の微細化や高品位化ニーズが高

まる中で、ウェーハ製造より後の工程において欠陥が表面化することによる製造ロス等を防止する観点から、構造特

許やトラックレコードの蓄積等のノウハウを保有する当社製品のウェーハメーカーやデバイスメーカーにおける導入

が進んでいます。 

（主要製品名） 

エッジ検査「EdgeScan」, 裏面検査「BackScan」, 複合機「EdgeScan B+plus」 

（ウェーハ測定装置） 

 独自の光学方式にてシリコンウェーハの凹凸を測定する装置です。従来の半導体業界においては、ウェーハの平坦

度は注目度の低い領域でしたが、回路の微細化や多層化が進むにつれて、回路パターン形成時の精度等に影響を与え

る要因として注目を浴びています。 

 当社製品は、独自の測定方式によりウェーハ全面一括測定が可能であり、測定時間の短縮化が可能です。また、従

来の干渉方式に比べて設置環境の振動等の影響を最小限にすることが可能であり、除震装置等の追加設置が不要とな

っています。 

（主要製品名） 

「DynaSearch」「NanoPro NP1」 

ウェーハ検査・測定箇所及び製品名 



（商品・その他） 

 当社における販売・メンテナンス力を生かし、半導体製造に関連する薄膜測定装置や、ハードディスク等の製造に

関連する表面粗さ計等を輸入販売しています。 

（主要製品名） 

米国Therma-Wave社製薄膜測定装置 

米国Therma-Wave社製イオンドーズモニター 

米国Chapman社製表面粗さ計 

 半導体製造工程における、主な当社製品・商品が用いられる工程は、次のとおりであります。 



(2）製造の特徴について 

 当社グループは、製造工場を保有せず、検査装置、測定装置の開発及び製品の最終的な調整、カスタマイズに主体

を置き、協力工場に生産を委託しています。 

(3）販売先及び販売方法・サポートサービスについて 

 当社製品のユーザーは、主にウェーハメーカー及びデバイスメーカーとなっております。 

 主にはユーザーへの直接販売でありますが、一部海外については代理店経由での販売を行っております。 

 サービスサポートについては当社が、直接行っております。なお、北米ユーザーにつきましては、サービスサポー

トを、当社の子会社であるRAYTEX USA CORPORATIONにて行っております。 

 以上述べた事項を、事業系統図によって示すと、次のとおりであります。 

４【関係会社の状況】 

 （注）特定子会社に該当しております。 

名称 住所 
資本金 

（千米ドル）
主要な事業の内容 

議決権の所有
割合（％） 

関係内容 

（連結子会社） 

 RAYTEX USA  

CORPORATION 

 米国オレゴン州 2,500 

 米国内の既納入機

のサービスメンテナ

ンス及びウェーハ測

定装置の開発 

100 

 北米ユーザーに対する

サービスサポート及びウ

ェーハ測定装置の開発 

 役員の兼任２名 



５【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員数を表示しております。 

２．従業員が当期中に12名増加しておりますが、主として業容拡大に伴うものであります。 

(2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は、就業人員数を表示しております。 

２．平均年間給与は、基準外賃金を含んでおります。 

(3）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成18年５月31日現在

名称 従業員数(人) 

提出会社 83 

連結子会社 16 

合計 99 

  平成18年５月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円） 

83 37.5 2.3 6,120 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当連結会計年度におけるわが国の経済は、原油価格の高騰や材料・素材価格の上昇などの影響が懸念されました

が、個人消費や民間設備投資の回復を中心にしたGDP(国内総生産)の堅調な伸びに示されるように、景気回復の兆

しがうかがえる状況となりました。 

当社グループの参画しております半導体業界におきましても、DVDレコーダ、薄型テレビおよびデジタルカメラな

どのデジタル家電に用いられる半導体の需要増加に伴い、ウェーハメーカー及びデバイスメーカーが相次いで

200mmウェーハから300mmウェーハへの切替えを行い、生産設備投資の増加が続きました。 

このような状況から、引き続きウェーハメーカーに対しては、増強された300mmウェーハの設備投資に対して営業

活動を行う一方で、現時点では300mmウェーハより生産量の多い200mmウェーハの検査についての有効性もアピール

することで市場の拡大を目指しました。また、NanoPro NP1の権利を取得することにより、より広範囲な顧客のニ

ーズを満たせるようになりました。 

また同時に、顧客の多様化を目指し、より市場規模の大きい国内外のデバイスメーカーへの販路拡大施策として、

アメリカに引き続き韓国及び台湾に拠点を設立するなど海外への営業展開も増強してまいりました。 

以上の結果、売上高は4,875,210千円(対前連結会計年度比34.6％増)、経常利益214,940千円(対前連結会計年度比

23.7％減)、当期純利益103,960千円(対前連結会計年度比23.2％減)となりました。 

 営業品目別の売上高は次のとおりであります。 

ウェーハ検査装置におきましては、国内ウェーハメーカーの設備投資が、国内工場での300mmウェーハ向けの増

加、海外工場での検査充実に対する展開により、堅調に推移したことに加え、アジア地区のウェーハメーカー及び

デバイスメーカーへの出荷も継続しました。この結果、売上高は3,672,735千円(対前連結会計年度比66.8％増)と

なりました。ウェーハ測定装置におきましては、以前より取引のあるウェーハメーカーへの販売を行いました。こ

の結果、売上高は452,052千円(対前連結会計年度比43.0％減)となりました。商品・その他におきましては、米国

Therma-Wave社製薄膜測定装置及びイオンドーズモニターを国内デバイスメーカー向けに出荷しました。この結

果、売上高は750,422千円(対前連結会計年度比19.5％増)となりました。 

(2）キャッシュ・フロー 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末残高に比べ

654,547千円増加し、1,250,987千円となりました。また、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は

次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、1,371,777千円(前連結会計年度比1.9％減)となりました。これは、税金等調整

前当期純利益を215,433千円計上した一方、売上債権が1,249,321千円増加したこと及びたな卸資産が586,177千円

増加したこと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239,953千円(前連結会計年度比46.2％減)となりました。これは、有形固定資産

の取得による支出が494,031千円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） 

 財務活動の結果得られた資金は、2,263,021千円(前連結会計年度比32.0％増)となりました。これは、主として

長期借入金の返済による支出1,747,209千円があったものの、長期借入金の借入れによる収入が2,170,000千円あっ

たこと及び新株式の発行による収入が1,308,129千円あったことによるものであります。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当連結会計年度の生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）受注状況 

 当連結会計年度の受注状況を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3）販売実績 

 当連結会計年度の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．最近２連結会計年度の主要な販売先及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あります。

３．金額には、消費税等は含まれておりません。 

４．横河マニュファクチャリング㈱に対する前連結会計年度の販売実績は総販売金額の10/100未満でありました

ので、記載を省略しております。 

品目別 
当連結会計年度 

（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

前年同期比（％） 

  ウェーハ検査装置（千円） 3,626,957 164.7 

  ウェーハ測定装置（千円） 452,052 57.0 

合計（千円） 4,079,009 136.2 

品目別 

当連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％） 

ウェーハ検査装置 3,831,384 145.5 810,624 118.8 

ウェーハ測定装置 561,297 73.4 332,049 172.8 

商品・その他  899,390 216.7 257,954 236.7 

合計 5,292,072 138.8 1,400,628 142.4 

品目別 
当連結会計年度 

（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

前年同期比（％） 

  ウェーハ検査装置（千円） 3,672,735 166.8 

  ウェーハ測定装置（千円） 452,052 57.0 

  商品・その他  （千円） 750,422 119.5 

合計（千円） 4,875,210 134.6 

相手先 

前連結会計年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

三益半導体工業㈱ 791,039 21.8 1,518,773 31.2 

横河マニュファクチャリング㈱ － － 872,487 17.9 

㈱ＳＵＭＣＯ 516,171 14.2 499,616 10.2 



３【対処すべき課題】 

(1）現状の認識について 

① 半導体業界で使用されているシリコンウェーハは、現在、直径200mmウェーハが主流でありますが、各社の設備

投資の結果300mmシリコンウェーハへと大型化へ進んでいます。300mmウェーハは200mmウェーハに比べ、厚さは同じ

でも表面積は2.25倍であり、半導体の製造工程において割れやすくなっています。その原因の１つとして、ウェーハ

エッジの欠陥の存在があげられます。このため、半導体業界ではシリコンウェーハのエッジ検査の有用性が認識され

てきております。また、半導体回路の線幅は微細化の傾向にあり、ウェーハ表面の凹凸により隣接回路が接触する不

良を防ぐため、平坦度や凹凸の測定についても、より高い精度が要求されております。 

② 当社の製品の主なユーザーはウェーハメーカーですが、ウェーハメーカーの数は限定されており、１ユーザーの

設備投資動向の変化に影響を受けやすくなっております。 

③ 当社の販売する製品は、その性格上出荷後においても有償・無償のメンテナンスサポートが必要となっており、

シリコンウェーハの製造ラインで使用されている当社の検査装置に故障が発生した場合、当該装置の復旧まで出荷が

停止してしまうため、装置の納入時及び納入後も迅速なサポート体制が要求されます。 

④ 当社の取扱う製品は、１台当たりの価格が高額なものとなっております。また、当社はこれまで代理店を通じた

販売を行ってまいりましたが、ユーザーであるウェーハメーカーやデバイスメーカーに対しても直接販売を行うよう

になりました。したがって、大量の受注が集中した場合には、相当の運転資金負担が予想されます。 

 

(2）当面の対処すべき課題 

当面当社が対応すべき課題は以下のとおりです。 

エッジ検査の有用性についての認識の向上により、300mmウェーハ検査から200mmウェーハ検査への波及、デバイスメ

ーカーによる装置導入など、当社製品の需要も高まると考えられ、当社としては、需要の増加に対応できる体制を構

築していく必要があります。当社は比較的小規模な会社であり、製造、開発、サービス、営業、管理の各部門にわた

って社内体制の充実に努める所存です。 

  

① 経営の安定のためには顧客数の増加、デバイスメーカーなど販売対象の拡大が必要と考えております。当社で

は、大手ウェーハメーカーのすべてに納入することにより、EdgeScanをデファクトスタンダードとして、参入障壁を

より強固なものにする所存です。また、デバイスメーカーには、エッジの自動検査の有用性をアピールし、取引先の

拡大を図る所存であります。 

② 当社をとりまく半導体業界の要求する製品のレベルは日進月歩で進んでおり、開発及び改良については、常に顧

客のニーズに合致したものを提供し続けることが必要と考えております。 

③ 資金調達余力の拡大及び多様化を図るとともに、財務指標等の管理を的確に実施することが必要と考えておりま

す。 

   

(3) 課題への取り組みの状況 

① デバイスメーカーにおいても、フォトレジスト（感光性樹脂）の塗布等によりウェーハ側面に液垂れ、汚れ等の

欠陥が発生することが知られており、この検出の需要が高まっております。当社では、米国の大手ＣＰＵメーカーに

当社製品を納品し、検査手法の確立のため検査データの収集を共同で行っております。また、当社では平成15年７月

に米国に子会社を設立し、サポート体制も含め、よりユーザーにとって便利で、強固な関係を構築してまいる所存で

す。 

② 当社では、ウェーハプロセスにおいて多くのデバイスメーカーに採用されている米国Therma-Wave社製の薄膜測

定装置及びイオンドーズモニターの日本国内における独占販売権を、セキテクノトロン㈱より取得して、平成15年７

月に販売を開始いたしました。これにより、デバイスメーカーとの取引拡大を目指しております。 

③ 製造については、大規模な生産設備を持つ製造委託先企業と取引を行っております。 

④ シリコンウェーハの検査は、ウェーハ端面にレーザーを照射して、散乱光の強度情報を取得し、そのデータを元

にしてウェーハ面の状態を観察することで行っております。高い精度で検査を行い、良否の判断を行うには、多数の

データをサンプリングしてデータベース化する必要がありますが、当社では、ウェーハメーカー及びデバイスメーカ

ーと共同でサンプルデータの収集を行っており、これらのデータを基に精度の向上に努めております。 



４【事業等のリスク】 

 当社グループの経営成績および財政状態等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。

なお、記載内容のうち将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものでありま

す。  

１．ウェーハ検査装置及び測定装置の市場について  

 半導体業界で使用されているシリコンウェーハは、現在、直径200㎜ウェーハが主流でありますが、各社の設備投

資の結果300㎜ウェーハへと大型化が進んでいます。300㎜ウェーハは200㎜ウェーハに比べ、厚さは同じでも表面積

は2.25倍であり、半導体の製造工程において割れやすくなっています。その原因の１つとしてウェーハエッジの欠陥

の存在があげられ、半導体業界ではエッジ検査の有用性が認識されてきていますが、ウェーハエッジの自動検査は最

近になって普及してきたものであり、また半導体回路の線幅は微細化の傾向にある上、平坦度や凹凸の測定の重要性

が増してきたのも最近のことです。したがって、当社製品の市場規模を客観的に推し量る指標はありません。 

 主力製品であるウェーハ検査装置については、これまでその使用目的は主にウェーハメーカーの出荷検査であり、

一部デバイスメーカーに採用された実績もありますが、大半がウェーハメーカーに対して納入されてきました。エッ

ジ検査の有用性についての認識の向上により、一部のウェーハメーカーでは300mmウェーハ検査に続いて、200mmウェ

ーハの全数検査への導入を開始したところであり、今後は当社製品の需要が高まるものと考えられますが、すべての

ウェーハメーカーが200㎜ウェーハの全数検査を実施する保証はありません。 

 また、当社では現在、ウェーハ検査装置及び測定装置のデバイスメーカーにおける製品の受け入れ検査または歩留

まり向上のための各工程間の自動検査への利用拡大を目指しております。ただし、ウェーハメーカーの出荷検査用と

しては多くの企業に採用されましたが、今後デバイスメーカーにおいて、上記目的のために採用される保証はなく、

採用がなされない場合には、当社製品の市場規模はきわめて限定されたものとなる可能性があります。  

２．半導体業界の設備投資の影響について 

 現在、半導体業界においては、300mmウェーハでの歩留まりの改善が重要課題となっており、当社製品はその改善

のひとつの重要な解決策として注目されています。多くのウェーハメーカーに採用されていますが、デバイスメーカ

ーにおいては、エッジの自動検査についてはまだ緒に着いたばかりと考えております。したがって、デバイスメーカ

ーによるエッジ検査にかかる市場はまだ新しく、設備投資動向の影響は現在のところ当社にとっては小さいものと考

えます。デバイスメーカーには、エッジの自動検査の有用性をアピールし、取引先の拡大を図る所存でありますが、

半導体業界において設備投資が抑えられた場合、当社の経営成績に影響が生じる可能性があります。 

 また、当社では第16期より、ウェーハプロセスにおいて多くのデバイスメーカーに採用されている、米国Therma-

Wave社製の薄膜測定装置及びイオンドーズモニターの日本国内における独占販売権を、セキテクノトロン㈱より取得

して取り扱いを開始しており、商品売上の中核となっております。同商品はまた、ウェーハメーカーに対する売上高

が大半だった当社としては、今後デバイスメーカーへの営業を進める上で役立つものと考えております。しかし、同

商品の販売高は半導体業界の設備投資動向の影響を受ける可能性があります。 

３．特定の販売先またはユーザーへの依存について 

 第16期、第17期及び18期の主要な販売先及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あります。 

（注）１．第17期より連結財務諸表を作成しているため、第16期は単体ベースの実績であります。 

２．三益半導体工業㈱との取引は、主として信越半導体㈱以下信越半導体グループに対する購買窓口会社とし

ての取引であります。 

３．横河マニュファクチャリング㈱に対する第16期及び第17期の販売実績、㈱ＳＵＭＣＯに対する第16期の販

売実績並びに㈱東芝セミコンダクター社に対する第17期及び第18期の販売実績は、総販売金額の10/100未

満でありましたので、記載を省略しております。 

相手先 

第16期
（自 平成15年６月１日 
至 平成16年５月31日）

第17期 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日）

第18期 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

三益半導体工業㈱ 1,335,896 41.7 791,039 21.8 1,518,773 31.2 

横河マニュファクチャリング㈱ － － － － 872,487 17.9 

㈱ＳＵＭＣＯ － － 516,171 14.2 499,616 10.2 

㈱東芝セミコンダクター社 380,000 11.9 － － － － 



 当社製商品のユーザーは、ウェーハメーカー及びデバイスメーカーであり、業界内の企業数も限定されていること

から、特定のユーザーへの依存度が高くなる傾向にあります。依存度の高いユーザーの設備投資動向や方針等によ

り、当社の業績は影響を受ける可能性があります。特に、当社では、三益半導体工業㈱を経由して販売している信越

半導体㈱を中心とした信越半導体グループに対する売上依存度が高くなっております。  

４．製品の販売制限の可能性について 

 当社は、それぞれのユーザーの目的に適合した検査を実施するため、ユーザーとの共同によるデータサンプルの収

集ほか研究開発を行っております。このため、共同開発の成果に基づいた製品については、契約に基づき、当該ユー

ザー以外の相手先に対して販売できないことがあります。 

５．競合について 

 当社では、ウェーハエッジ自動検査装置については、構造特許を取得し、多くのユーザーと長年にわたっての共同

研究を進め、ノウハウを蓄積するほか、裏面検査装置との複合化も進めてまいりました。このため、当社としては高

い参入障壁を構築しているものと考えております。ただし、当社をとりまく半導体業界の要求する製品のレベルは日

進月歩で進んでおり、開発及び改良については、常に顧客のニーズに合致したものを提供し続ける必要があります。

また、将来、予想もしない画期的な競合技術が登場する可能性は否定できず、劇的な技術革新が生じ、当社が技術革

新に対応できない場合、当社の経営成績に影響が生じる可能性があります。 

６．サポート拠点の整備について 

 当社の販売する製品は、その性格上出荷後においても有償・無償のメンテナンスサポートが必要となっており、シ

リコンウェーハの製造ラインで使用されている当社の検査装置に故障が発生した場合、当該装置の復旧まで出荷が停

止してしまうため、装置の納入時及び納入後も迅速なサポート体制が要求されます。シリコンウェーハの生産におい

ては、日本企業が世界市場の約75％を占めており、当社としても日本企業を中心にサポートしてまいりました。当社

のサポート拠点は、シリコンウェーハの主要な生産地である東北地区及び九州地区の２箇所となっております。ま

た、当社では平成15年７月に米国に子会社を設立し、大手ＣＰＵメーカーと共同で検査データの収集を行っておりま

す。取引先の拡大のためには、今後サポート拠点の拡充が必要と考えておりますが、迅速な対応ができない場合は、

当社の経営成績に影響が生じる可能性があります。 

７．ファブレス経営について 

 当社は、製造設備を保有せず、装置の製造は協力会社に委託し、最終の一部組立、調整等のみを行っております

（いわゆるファブレス経営）。従来は、当社製品及び自動エッジ検査の有用性が市場に認識されておらず、売上高の

水準も高くありませんでしたので、比較的小規模な特定生産委託業者を協力会社としておりましたが、当社製品の有

用性が市場に認知されるにつれ、出荷台数も増加傾向にあり、製造能力の増強が要求されております。当社では、大

規模な生産設備を持つ企業へ当社製品の製造委託を開始し、業容拡大時のリスク軽減に努めております。当社と、仕

入先、外注先との関係は良好でありますが、何らかの理由で現仕入先、外注先との関係を維持できなくなった場合

は、代替委託先の選定及び技術指導にある程度の時間を要し、出荷スケジュールに遅れが発生する可能性がありま

す。また、業容を拡大していく上で安定的な外注先の確保ができない場合には、当社の経営成績に影響が生じる可能

性があります。 

８．品質管理について 

 当社は研究開発から、出荷、メンテナンスサービスに至るまで、製品の品質管理に細心の注意を払っており、現在

に至るまで、当社の製品の不具合等により発生した損害賠償請求等はありません。しかし、今後、当社の検査装置の

故障や不具合を原因として、顧客の生産ラインに支障をきたした場合等、万が一ユーザーに損害が発生した場合に

は、損害賠償等の請求を受ける可能性があります。かかる事態が生じた場合、当社の財政状態及び経営成績に影響が

生じる可能性があります。 

９．運転資金負担について 

 当社の取扱う製品は、１台当たりの価格が高額なものとなっております。したがって、大量の受注が集中した場合

には、相当の運転資金負担が予想されます。また、当社はこれまでの代理店を経由した販売方式から、ユーザーであ

るウェーハメーカーやデバイスメーカーに対する直接販売方式に転換を進めており、今後売上債権の回収期間の長期

化によって、運転資金需要がさらに増加する可能性があります。 



10．財政状況について 

 当社は、過去内部留保が少なかった一方、急速な事業規模の拡大への対応として、運転資金の多くを金融機関から

の借り入れによってまかなってまいりました。その結果、第18期末現在、自己資本比率26.7％、借入金依存度58.1％

となっております。今後は財務体質の強化に努める方針でありますが、金利動向等金融情勢の変化により、当社の財

政状態及び経営成績に影響が生じる可能性があります。   

11．経営成績の季節変動について 

 当社製品については、ユーザーの設備投資予算の執行の関係で、ユーザーの事業年度末または、新年度の予算のス

タート時期に売上高が集中する傾向にあります。ウェーハメーカーは日本国内に集中しており、その決算月は３月が

多いことから、当社の売上高は、第４四半期（３月から５月）に集中する傾向があります。したがって、過去の当社

の業績は、下半期に売上高が多く、上半期は赤字になる傾向にありました。また、第４四半期に販売予定していた案

件について期ずれが生じた場合、売上高が計画を大きく下回る可能性があります。 

（注）第17期より連結財務諸表を作成しているため、第16期は単体の経営成績であります。  

12．会社組織について 

(1）小規模組織であること 

 当社は平成18年5月31日現在、取締役５名、監査役３名、従業員83名の小規模組織であります。 

現在の人員は、今後の業務拡大を見据えた上で採用をしてきたものですが、急激な業務拡大が生じた場合、内部管理

体制及び業務遂行体制等において、十分な人的・組織的対応が取れない可能性があります。また、当社は、今後、事

業の拡大に合せた業務遂行体制の充実に努めてまいりますが、小規模組織で人的資源に限りがある中、個々の役職員

の働きに依存しているため、役職員に業務遂行上の支障が生じた場合、あるいは社員が社外流出した場合には、当社

グループの業務に支障をきたすおそれがあります。 

 

(2）代表取締役社長髙村淳への依存について 

 当社は小規模であり、事業活動における主要な部分を代表取締役社長髙村淳に依存しております。同氏は昭和63年

に当社を設立し、以後、代表取締役を務めるとともに、当社の筆頭株主（平成18年5月31日現在、持株比率27.3％

（直接））でもあります。同氏は、経営方針や戦略の決定をはじめ、営業・技術開発、財務の各方面において重要な

役割を果たし、当社の事業の発展に大きな役割を担っております。何らかの理由により同氏の当社業務執行が困難と

なった場合、当社の事業活動に重要な影響を与える可能性があります。 

13． シンジケートローンについて 

 当社は、事業資金の効率的な調達を行うため、実行可能期間付タームローン契約を締結しており、本契約には財務

制限条項が付帯されております。 

 当社が、以下の財務制限条項に抵触した場合は、期限の利益を失う可能性があります。 

① 平成18年5月期及びそれ以降の決算期の末日における単体の貸借対照表及び連結の貸借対照表における純資産の部

の金額については当該決算期の直前の決算期の末日または平成17年5月期の末日における単体の貸借対照表及び当該

連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の80％の金額以上に、それぞれ維持すること。 

② 各年度の決算期にかかる単体の損益計算書及び連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経

常損失を計上しないこと。 

  
第16期上半期 
自 平成15年６月１日 

至 平成15年11月30日 

第16期 
自 平成15年６月１日 

至 平成16年５月31日 

第17期上半期
自 平成16年６月１日 

至 平成16年11月30日 

第17期
自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日 

第18期上半期  
自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日 

第18期
自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日 

売上高 1,038,732 3,205,893 972,375 3,622,445 1,247,195 4,875,210 

営業利益 △24,241 352,814 △181,377 362,037 △430,257 297,645 

経常利益 △43,542 275,616 △223,190 281,852 △458,505 214,940 

当期純利益 △32,848 147,338 △147,946 135,373 △296,916 103,960 



５【経営上の重要な契約等】 

６【研究開発活動】 

  

１．EdgeScanモジュール機 

 主に装置メーカー向けに設計され、検査モジュールのみの機能供給に対応したモデルです。 

  

２．高感度EZ-T 評価機 

 高感度裏面検査ユニットのオプション機能として設計されたウェーハ表面EE領域（最大20mm)の欠陥検出機能

す。 高感度裏面ユニット同等以上の検出感度を有し、裏面検査と同時にEZ-T領域の検査を行うことによりスル

ープットに影響を与えません。 

  

３．ピンホール検査機 

 IR光源を利用したピンホール検査機です。IR光源＋IRカメラ（エリアカメラ）により、ウェーハ中のピンホ

ールを検出します。また、次世代バージョンとして撮像系にラインセンサカメラを使用しスループットの大幅

向上を図ったモデルも追加しました。 

  

４．エッジプロファイル機能 

 ウェーハエッジ形状測定機能です。専用光学系によりウェーハのエッジ形状を計測する機能です。 

  

５． 直径計測機能  

 ウェーハ外径測定を算出する機能。アライメント補正動作にて測定されたデータを元に算出するため、スル

ープットに影響を与えずに直径計測を実現します。 

  

６． レーザーメトリクス（LDM）機能  

  EdgeScanレーザーデータの統計機能です。ウェーハ状態を数値化することが可能となり定量的な状態比較を

実現します。 

  

７． REMレーザーBOX  

 REM（Raytex Edgescan Matching）レーザーＢＯＸは、レーザーヘッドに由来する迷光除去および照射エリア

光強度均一性向上等現行レーザーＢＯＸのSN比向上、検出感度向上、機差の低減等、大幅な性能向上を図った

モデルです。 

  

この結果、当連結会計年度における研究開発費の総額は258,244千円となっております。 

契約会社名 契約の名称 相手方の名称 契約内容 契約期間 

㈱レイテックス 

(当社) 
特許共同出願契約書 ㈱ＳＵＭＣＯ 

端部欠陥検査装置の特

許権の共有及び同製品

の販売 

ロイヤリティ支払 

平成10年６月22日から

特許共有関係が存続す

る間 

 ㈱レイテックス 

(当社) 

独占販売代理店契約

書 
Therma-Wave社 

Therma-Wave社製品の国

内独占販売 

平成16年10月１日から

平成17年９月30日まで

（１年毎自動更新） 



７【財政状態及び経営成績の分析】 

 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 

  

(1)重要な会計方針及び見積り 

 当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されてお

ります。この連結財務諸表の作成に当たりまして、当連結会計年度においては重要な会計方針の変更はありません。

 

(2)経営成績の分析 

 当連結会計年度の売上高は4,875,210千円、営業利益は297,645千円となりました。半導体設備投資が好調であった

ことに加え、当社製品の有用性の認知が着実に増加し、またウェーハメーカーによる300mmウェーハの出荷検査のみ

ならず200mmへのシュリンクバージョンやデバイスメーカーによる採用など収益の多様化によります。また販売費及

び一般管理費につきましては、1,721,862千円であり、これは主に長期的な計画により前倒しで人員を増加したこと

によります。 

  

(3)財政状態の分析 

 当連結会計年度末の総資産は8,842,501千円、純資産は2,364,490千円となりました。 

主要な項目は以下のとおりであります。 

・受取手形及び売掛金 4,079,348千円  

・たな卸資産      2,193,069千円   

  

(4)経営成績に重要な影響を与える要因 

 当社の主たる業務はウェーハ検査装置、ウェーハ測定装置の開発、設計、製造及び販売であります。当期の販売実

績に対する当該製品の割合は84.6%でありました。このため半導体需要など外部の要因の影響を受ける可能性がある

と考えております。 

  

(5)キャッシュ・フローについての分析 

 営業活動の結果使用した資金は、1,371,777千円となりました。これは、税引前当期純利益を215,433千円計上した

一方、売上債権が1,249,321千円増加したこと及びたな卸資産が586,177千円増加したことことによるものでありま

す。 

 投資活動の結果使用した資金は239,953千円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が494,031千円

あったことによるものであります。 

 財務活動の結果得られた資金は、2,263,021千円となりました。これは、主として長期借入金の返済による支出

1,747,209千円があったものの、長期借入金の借入れによる収入が2,170,000千円あったこと及び新株式の発行による

収入が1,308,129千円あったことによるものであります。 

  

(6)今後の見通し 

 当連結会計年度末現在における今後の見通しは以下のとおりであります。 

 主力製品であるウェーハ検査装置については、これまでその使用目的は主にウェーハメーカーの出荷検査であり、

一部デバイスメーカーに採用された実績もありますが、大半がウェーハメーカーへ納入してきました。 

 今後は、エッジ検査の有用性についての認識の向上により、300mmウェーハ検査に続いて、200mmウェーハの全数検

査への導入を推し進めていきます。また、ウェーハ検査装置及び測定装置のデバイスメーカーにおける製品の受け入

れ検査または歩留まり向上のための各工程間の自動検査への利用拡大を目指すことにより、収益面でのさらなる拡大

を見込んでおります。 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

当社は、当連結会計年度において881,288千円の設備投資を行いました。その主なものは建設仮勘定に計上されてい

る新社屋の建築であります。 

２【主要な設備の状況】 

(1）提出会社 

 （注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．事業所はすべて賃借であります。帳簿価額のうち「建物」は内装工事によるものであります。 

３．上記の他、主要なリース設備として以下のものがあります。 

(2）在外子会社 

３【設備の新設、除却等の計画】 

(1）重要な設備の新設等 

 東京都多摩市落合一丁目33番３号に本社ビルを建設中であります。（平成18年７月完成） 

(2）重要な設備の除却 

 該当事項はありません。 

  平成18年５月31日現在

事業所名 
（所在地） 

事業の部門別
の名称 

設備の内容 

帳簿価額（千円） 
  

従業員数
（人） 

建物 
機械 
装置 

車両 
運搬具 

工具、
器具及
び備品 

 建設
仮勘定 

合計 

本社 

（東京都多摩市） 

管理本部、営

業本部及び技

術生産本部 

統括業務施設 32,988 80,718 10,323 36,010 441,000 601,040 71 

福島オフィス 

（福島県福島市） 
技術生産本部 

メンテナンス

サービス設備 
171 － 1,776 343 － 2,291 7 

九州オフィス 

（福岡県福岡市 

中央区） 

技術生産本部 
メンテナンス

サービス設備 
－ － － 849 － 849 5 

事業所名 
（所在地） 

事業の部門別の名称 設備の内容 
年間リース料 
（千円） 

リース契約残高 
（千円） 

本社 

（東京都多摩市） 
管理本部及び技術生産本部 

１．車両運搬具 

２．工具、器具及

び備品 

３．ソフトウェア 

7,493 14,512 

会社名 
事業所名 
（所在地） 

設備の内容 

帳簿価額（千円） 
従業員数 
（人） 建物 

附属設備 
車両運搬具 

工具、器具及
び備品 

合計 

RAYTEX USA CORPORATION 

 管理部、営業部及

び技術生産部 

(米国オレゴン州) 

メンテナンスサ

ービス設備 
88,536 964 9,784 99,285 16 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注） 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 

(2）【新株予約権等の状況】 

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。  

平成16年８月26日定時株主総会決議 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 10,000,000 

計 10,000,000 

種類 
事業年度末現在発行数

（株） 
（平成18年５月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年８月25日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 5,310,000 5,310,000 
東京証券取引所 

（マザーズ市場） 
（注） 

計 5,310,000 5,310,000 － － 

 
事業年度末現在 

（平成18年５月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成18年７月31日） 

新株予約権の数（個） 445 445 

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 44,500 44,500 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 2,804 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年９月１日 

至 平成24年８月31日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格 

資本組入額 

1,402 

1,402 
同左 

新株予約権の行使の条件 

①各新株予約権の一部行使は

できないこととする。 

②その他の権利行使の条件

は、当社の取締役会において

決定する。 

 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するときは

当社取締役会の承認を要する

ものとする。 

 同左 

代用払込みに関する事項 － －  



平成17年８月25日定時株主総会決議 

 
事業年度末現在 

（平成18年５月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成18年７月31日） 

新株予約権の数（個） 940 940 

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 94,000 94,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,672 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成19年９月１日 

至 平成25年８月31日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格 

資本組入額 

836 

836 
同左 

新株予約権の行使の条件 

①各新株予約権の一部行使は

できないこととする。 

②その他の権利行使の条件

は、当社の取締役会において

決定する。 

 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するときは

当社取締役会の承認を要する

ものとする。 

 同左 

代用払込みに関する事項 － －  



(3）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注）１．新株引受権の行使 

発行価額           50,000円 

資本組入額          50,000円 

新株引受権の資本準備金振替額  650千円 

２．有償・第三者割当 

発行価額           70,000円 

資本組入額          50,000円 

割当先は、髙村淳（当社代表取締役）、㈲タカズ 他39名であります。 

３．株式分割 

平成15年11月21日開催の取締役会決議に基づき、平成16年２月３日付で、１株を1,000株に分割しておりま

す。 

４．有償一般募集（ブックビルディング方式による募集） 

発行株数           500,000株 

発行価額            1,116円 

資本組入額            425円 

払込金総額         558,000千円 

５．有償一般募集 

発行株数           800,000株 

発行価額          1,646.70円 

資本組入額              824円 

払込金総額        1,317,360千円 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額 
（千円） 

資本金残高 
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成15年４月25日

（注）１ 
650 1,910 32,500 95,500 650 650 

平成15年５月29日

（注）２ 
2,100 4,010 105,000 200,500 42,000 42,650 

平成16年２月３日

（注）３ 
4,005,990 4,010,000 － 200,500 － 42,650 

平成16年４月22日 

（注）４ 
500,000 4,510,000 212,500 413,000 345,500 388,150 

平成17年９月22日 

（注）５ 
800,000 5,310,000 659,200 1,072,200 658,160 1,046,310 



(4）【所有者別状況】 

 （注）自己株式115株は、「個人その他」に１単元及び「単元未満株式の状況」に15株を含めて記載しております。 

(5）【大株主の状況】 

 (注) 前事業年度末現在主要株主であった有限会社タカズは、当事業年度末では主要株主ではなくなりました。 

  平成18年５月31日現在

区分 

株式の状況（１単元の株式数100株） 
単元未満株
式の状況 
（株） 

政府及び地
方公共団体 

金融機関 証券会社 
その他の法
人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人） － 9 13 48 14 3 3,131 3,218 － 

所有株式数
（単元） 

－ 6,771 383 6,752 5,897 11 33,283 53,097 300 

所有株式数の
割合（％） 

－ 12.75 0.72 12.72 11.11 0.02 62.68 100.00 － 

  平成18年５月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

髙村 淳 東京都多摩市 1,448,000 27.27 

有限会社タカズ 
東京都多摩市永山3丁目18-4  

オーベル多摩永山1109 
500,000 9.42 

日本トラスティ・サービス信

託銀行株式会社(信託口) 
東京都中央区晴海1丁目8-11 343,000  6.46 

多田 信 千葉県市川市 210,000  3.95 

日本マスタートラスト信託銀

行株式会社(信託口) 
東京都港区浜松町2丁目11-3 146,300 2.76 

ジェーピーモルガンチェース

バンク385050 

（常任代理人㈱みずほコーポ

レート銀行） 

WOOLGATE HOUSE, COLEMAN STREET LONDON  

EC2D 2HD ENGLAND 

（東京都中央区日本橋兜町6番7号）  

130,400 2.46 

ローツェ株式会社 広島県深安郡神辺町道上1588番地の2 125,000 2.35 

ステートストリートバンクア

ンドトラストカンパニー

505019 

（常任代理人㈱みずほコーポ

レート銀行） 

AIB INTERNATIONAL CENTRE P.O. BOX 518 

IFSC DUBLIN, IRELAND  

（東京都中央区日本橋兜町6番7号） 

124,900 2.35 

ザチェースマンハッタンバン

クエヌエイロンドンエスエル

オムニバスアカウント 

（常任代理人㈱みずほコーポ

レート銀行） 

WOOLGATE HOUSE, COLEMAN STREET LONDON 

EC2P 2HD, ENGLAND 

（東京都中央区日本橋兜町6番7号） 

105,000 1.98 

ドリーム 

（常代株式会社三菱UFJ銀行） 

P.O. BOX 3600 ABU DHABI UNITED ARAB 

EMIRATES 

（東京都千代田区丸の内2丁目7-1） 

82,300 1.55 

計 － 3,214,900 60.54 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

②【自己株式等】 

  平成18年５月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式       100 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式   5,309,600 53,096 － 

単元未満株式 普通株式         300 － － 

発行済株式総数 5,310,000 － － 

総株主の議決権 － 53,096 － 

  平成18年５月31日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

㈱レイテックス 東京都多摩市 100 － 100 0.0  

計 － 100 － 100 0.0  



(7）【ストック・オプション制度の内容】 

当社は新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。 

①当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役及び従業員

(パートを含む)に対し特に有利な条件をもって、新株予約権を発行することを平成16年８月26日開催の第16回定

時株主総会において、特別決議されたものであります。 

 当該制度の内容は次のとおりであります。 

(注) 発行日後、以下の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整する。 

1. 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整

の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。 

2. 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合（新株予約権の

行使、「商法等の一部を改正する法律」（平成13年法律第128号）施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株

引受権の行使及び「商法等の一部を改正する等の法律」（平成13年法律第79号）施行前の商法第210条ノ２の規

定に基づき付与された株式譲渡請求権の行使の場合を除く。）は、次の算式により払込価額を調整し、調整によ

り生じる１円未満の端株は、これを切り上げる。 

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控

除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替え

るものとする。 

3. 当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じ

たときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で払込価額を調整するものとす

る。 

決議年月日 平成16年８月26日 

付与対象者の区分及び人数 当社の従業員 40名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額(注) 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 － 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 × 
１ 

分割・併合の比率 

        
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 × 
１株当たり時価 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 



②当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役及び従業員

(パートを含む)に対し特に有利な条件をもって、新株予約権を発行することを平成17年８月25日開催の第17回定

時株主総会において、特別決議されたものであります。 

 当該制度の内容は次のとおりであります。 

(注) 新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式１株当

たりの払込金額（以下、「払込価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。払込価額は、発行日の属す

る月の前月の各日（取引が成立していない日を除く。）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通

取引の終値（以下、「終値」という。）の平均値（終値のない日を除く。）に1.05を乗じた金額（１円未満の端

数は切り上げ）、又は発行日の終値（当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値）のいずれか高い金

額とする。 

なお、発行日後、以下の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整する。 

1. 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整

の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。 

2. 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合（新株予約権の

行使、「商法等の一部を改正する法律」（平成13年法律第128号）施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株

引受権の行使及び「商法等の一部を改正する等の法律」（平成13年法律第79号）施行前の商法第210条ノ２の規

定に基づき付与された株式譲渡請求権の行使の場合を除く。）は、次の算式により払込価額を調整し、調整によ

り生じる１円未満の端株は、これを切り上げる。 

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控

除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替え

るものとする。 

3. 当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じ

たときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で払込価額を調整するものとす

る。 

決議年月日 平成17年８月25日 

付与対象者の区分及び人数 
当社及び子会社の取締役及び従業員(パートを含む)並びにコンサル

ティング契約を締結している者 97名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額（注） 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 － 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 × 
１ 

分割・併合の比率 

        
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 × 
１株当たり時価 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 



２【自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類等】 該当事項はありません。 

  

(1)【株主総会決議による取得の状況】 

 該当事項はありません。 

(2)【取締役会決議による取得の状況】 

 該当事項はありません。 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

 該当事項はありません。 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

３【配当政策】 

 当社は、利益配分につきましては、業績や財務体質の強化並びに将来の成長などを総合的に勘案のうえ配当するこ

とを基本方針としております。 

 当期の配当につきましては、上記の方針に基づき当期は１株当たり12円の配当を実施することを決定しました。こ

の結果、当期の配当性向は36.9％となりました。 

 内部留保資金につきましては、経営体質の強化及び研究開発活動等、将来の事業展開に備えることとし、株主資本

利益率の向上を図ってまいりたいと考えております。 

 当社は、「取締役会の決議によって、毎年11月30日を基準日として、中間配当を行うことができる」旨を定款に定

めております。 

区分 

当事業年度 当期間 

株式数（株） 
処分価額の総額
（円） 

株式数（株） 
処分価額の総額 
（円） 

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － － 

消却の処分を行った取得自己株式 － － － － 

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行っ

た取得自己株式 
－ － － － 

その他 

（－） 
－ － － － 

保有自己株式数 115 － 115 － 



４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注）最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。 

なお、平成16年４月22日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当事

項はありません。 

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注）最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。 

回次 第14期 第15期 第16期 第17期 第18期 

決算年月 平成14年５月 平成15年５月 平成16年５月 平成17年５月 平成18年５月 

最高（円） － － 6,900 4,870 2,280 

最低（円） － － 4,100 1,275 1,302 

月別 平成17年12月 平成18年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 

最高（円） 1,800 1,940 1,913 1,710 1,799 1,579 

最低（円） 1,483 1,433 1,420 1,481 1,500 1,375 



５【役員の状況】 

 （注）監査役熊谷昭二、村井昭夫及び大田昌克は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（株） 

取締役社長 

(代表取締役) 
 髙村 淳 昭和26年９月21日生 

昭和48年４月 ㈱エヴィック商会入社 

昭和55年７月 日本ユニコン㈱入社（現：ユニダ

ックス㈱） 

昭和63年７月 当社設立 

 代表取締役社長就任（現任） 

平成15年７月 RAYTEX USA CORPORATION Chairman

就任（現任） 

1,448,000 

常務取締役  多田 信 昭和25年２月28日生 

昭和47年４月 三井物産㈱入社 

平成14年１月 当社取締役就任 

平成15年３月 当社技術・生産本部長就任 

平成15年７月 RAYTEX USA CORPORATION  

President就任（現任） 

平成15年８月 当社常務取締役就任（現任） 

平成16年６月 当社技術・生産本部、アプリケー

ション技術部管掌就任 

210,000 

取締役 管理本部長 井上 和英 昭和36年６月10日生 

昭和55年４月 ㈱太陽神戸銀行（現：三井住友銀

行）入行 

昭和63年12月 中島硝子工業㈱入社 

平成２年６月 ローツェ㈱入社 

平成５年５月 ローツェ㈱取締役管理部長就任 

平成６年７月 当社監査役就任 

平成14年３月 当社取締役就任（現任） 

平成15年３月 当社管理本部長就任（現任） 

60,000 

取締役 営業本部長 古山 充 昭和26年４月29日生 

昭和51年４月 ヨシモトポール㈱入社 

昭和53年３月 セキテクノトロン㈱入社 

平成５年６月 セキテクノトロン㈱取締役就任

平成13年11月 当社取締役就任（現任） 

平成15年７月 当社営業本部長就任（現任） 

10,000 

取締役 技術・生産本部長 平本 和之 昭和35年12月13日生 

昭和58年４月 ㈱オーディオテクニカ入社 

昭和63年９月 タキカワエンジニアリング㈱入社

平成９年６月 日本マランツ㈱入社 

平成12年２月 当社入社 

平成16年６月 当社技術・生産本部長就任(現任)

平成16年８月 当社取締役就任（現任） 

10,000 

常勤監査役  熊谷 昭二 昭和15年３月15日生 

昭和33年４月 ㈱第一銀行（現：㈱みずほ銀行）

入行 

平成元年６月 白石産業㈱取締役就任 

平成５年11月 社会保険労務士登録 

平成15年５月 当社監査役就任（現任） 

2,000 

監査役 

(非常勤) 
 村井 昭夫 昭和14年１月２日生 

昭和37年４月 三井物産㈱入社 

平成11年４月 Invision Japan Corp.非常勤副社

長就任（現任） 

平成14年２月 株式会社ケーテック取締役就任

（現任） 

平成14年３月 当社監査役就任 

平成14年５月 当社監査役就任（現任） 

5,000 

監査役 

(非常勤) 
 大田 昌克 昭和16年４月11日生 

昭和40年３月 永大産業㈱入社 

昭和51年10月 大日本印刷㈱入社 

昭和62年11月 レーザーテック㈱入社

平成元年９月 同社取締役就任 

平成15年11月 当社顧問就任 

平成16年８月 当社監査役就任(現任)

－ 

    計 1,745,000 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(1)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、ディスクロージャー（情報開示）を通じた経営執行に

対する牽制が基本であります。 

 当社は、適時適切なディスクロージャーに努めています。また、広く多様な意見を聴取し、経営判断を行う上で偏

りがないように工夫しています。コンプライアンス（法令遵守）については経営陣のみならず社員一人一人が認識・

実践することが重要であると捉え、これを徹底するよう努めております。 

  

(2)会社の経営上の意思決定、執行及び監督にかかる経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況に

ついて 

・取締役会及び監査役 

 当社は監査役制度を採用しており、取締役会は５名の取締役によって構成されております。毎月１回以上の取締役

会を開催し、実効ある経営監督体制を整えております。また、監査役３名は社外監査役であり、そのうち１名が常勤

監査役であります。 

 なお、経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。 

・ディスクロージャーポリシー 

 当社は、ディスクロージャーを極めて重要なものであると考えており、財務情報に限らず投資家に有用と考えられ

る数値情報等も積極的に開示しております。 

 

・経営者による現状認識や考え方の開示・表明 

 当社では、経営者が現状認識や考え方を継続的に開示・表明することが、社外及び社内からの実質的な牽制機能を

持ち、コーポレート・ガバナンスの観点から重要であると認識しています。当社代表取締役社長は、決算説明会等に

より、その認識・考え方等を説明しております。 

 

・コンプライアンスを徹底する企業文化確立のための施策 

 当社では、コンプライアンス規定を制定し、社員全員でコンプライアンスを徹底する企業文化の確立に努めていま

す。  

(3)内部監査及び監査役監査の状況 

 当社の内部監査及び監査役監査の組織は、内部監査担当１名、常勤監査役１名、非常勤監査役２名となっておりま

す。 

 内部監査は内部監査規定に基づき管理部門担当者が、定期的に全部部門に対して業務監査を実施しており、監査結

果は代表取締役及び監査役に報告しております。 

 監査役監査は、取締役会等の重要な会議に出席するほか、取締役等からその職務の執行状況を聴取し、また決裁書

類等を閲覧し、業務及び財産の状況について監査を行っております。 



(4)会計監査の状況 

 当社は、創研合同監査法人に法定監査を委嘱しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務

執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。 

   業務を執行した公認会計士の氏名 

     業務執行社員: 佐野芳孝 前田裕次 

   会計監査業務に係わる補助者の構成 

     公認会計士３名 会計士補３名 

  

(5)社外取締役及び社外監査役との関係 

 当社と社外監査役の間には特別な利害関係はありません。 

  

(6)役員報酬及び監査報酬の内容 

 ①役員報酬 

  取締役に支払った報酬 80,400千円 

  監査役に支払った報酬 11,550千円 

 

 ②監査報酬 

  当社の創研合同監査法人への公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条第１項に規定する業務に基づく報酬 

  の内容は、9,600千円であります。 

  また、上記以外の業務に基づく報酬はありません。 



第５【経理の状況】 

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 前連結会計年度(平成16年６月１日から平成17年５月31日まで)は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、当連結会

計年度(平成17年６月１日から平成18年５月31日まで)は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

 ただし、前連結会計年度（平成16年６月１日から平成17年５月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日内閣府令第５号)附則第２項のただし書

きにより、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。  

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 前事業年度(平成16年６月１日から平成17年５月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業年度(平

成17年６月１日から平成18年５月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

 ただし、前事業年度（平成16年６月１日から平成17年５月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及び

作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第２項のただし書き

により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度（平成16年６月１日から平成17年５月31日ま

で）及び当連結会計年度（平成17年６月１日から平成18年５月31日まで）の連結財務諸表並びに前事業年度（平成16

年６月１日から平成17年５月31日まで）及び当事業年度（平成17年６月１日から平成18年５月31日まで）の財務諸表

について、創研合同監査法人により監査を受けております。 



１【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

  
前連結会計年度 

（平成17年５月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年５月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）               

Ⅰ 流動資産               

１．現金及び預金  ※１   654,363     1,326,923   

２．受取手形及び売掛金     2,830,008     4,079,348   

３．たな卸資産     1,990,472     2,193,069   

４．繰延税金資産     27,117     56,632   

５．その他     250,905     93,116   

貸倒引当金     △4,698     △3,020   

流動資産合計     5,748,169 91.2   7,746,070 87.6 

Ⅱ 固定資産               

１．有形固定資産               

(1）建物及び構築物   40,545     136,383     

減価償却累計額   5,762 34,783   14,687 121,696   

(2）機械装置及び運搬具   16,760     117,741     

減価償却累計額   7,816 8,943   23,959 93,782   

(3）工具、器具及び備品   77,738     99,119     

減価償却累計額   35,583 42,155   52,130 46,988   

(4）建設仮勘定     72,136     441,000   

有形固定資産合計     158,018 2.5   703,467 7.9 

２．無形固定資産               

(1）特許権     188,628     162,594   

(2）その他     13,059     12,463   

無形固定資産合計     201,687 3.2   175,057 2.0 

３．投資その他の資産               

(1）繰延税金資産     2,490     8,360   

(2）その他     194,079     209,545   

投資その他の資産合計     196,569 3.1   217,906 2.5 

固定資産合計     556,276 8.8   1,096,431 12.4 

資産合計     6,304,445 100.0   8,842,501 100.0 

        
 



  
前連結会計年度 

（平成17年５月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年５月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

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     939,666     1,042,545   

２．短期借入金     870,000     1,456,000   

３．１年内返済予定長期 
  借入金 

    1,547,933     1,797,222   

４．未払法人税等     134,196     154,445   

５．製品保証引当金     24,542     32,900   

６．その他     89,023     112,807   

流動負債合計     3,605,362 57.2   4,595,921 52.0 

Ⅱ 固定負債               

１．長期借入金 ※１   1,708,588     1,882,090   

固定負債合計     1,708,588 27.1   1,882,090 21.3 

負債合計     5,313,951 84.3   6,478,011 73.3 

        

（資本の部）               

Ⅰ 資本金 ※２   413,000 6.5   － － 

Ⅱ 資本剰余金     388,150 6.2   － － 

Ⅲ 利益剰余金     192,112 3.0   － － 

Ⅳ 為替換算調整勘定     △2,504 △0.0   － － 

Ⅴ 自己株式 ※３   △263 △0.0   － － 

資本合計     990,494 15.7   － － 

負債・資本合計     6,304,445 100.0   － － 

（純資産の部）               

Ⅰ 株主資本               

１．資本金     － －   1,072,200 12.1 

２．資本剰余金     － －   1,046,310 11.8 

３．利益剰余金     － －   241,953 2.8 

４．自己株式     － －   △263 △0.0 

株主資本合計     － －   2,360,200 26.7 

Ⅱ 評価・換算差額等               

１．為替換算調整勘定     － －   4,289 0.0 

評価・換算差額等合計     － －   4,289 0.0 

純資産合計     － －   2,364,490 26.7 

負債純資産合計     － －   8,842,501 100.0 

        



②【連結損益計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高     3,622,445 100.0   4,875,210 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※１   1,919,043 53.0   2,855,702 58.6 

売上総利益     1,703,402 47.0   2,019,508 41.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１             

１．給与手当   343,182     415,576     

２．旅費交通費   163,597     205,986     

３．研究開発費   113,400     258,244     

４．製品保証引当金繰入額   24,542     20,341     

５．その他   696,641 1,341,364 37.0 821,713 1,721,862 35.3 

営業利益     362,037 10.0   297,645 6.1 

Ⅳ 営業外収益               

１．受取利息   22     130     

２．受取配当金   3     4     

３．為替差益   －     14,937     

４．業務受託料   1,200     1,000     

５．受取リース料   －     6,860     

６．雑収入   186 1,411 0.0 1,022 23,954 0.5 

Ⅴ 営業外費用               

１．支払利息   72,646     83,299     

２．雑支出   8,949 81,596 2.2 23,359 106,659 2.2 

経常利益     281,852 7.8   214,940 4.4 

Ⅵ 特別利益               

１．貸倒引当金戻入益   － － － 1,678 1,678 0.0 

Ⅶ 特別損失               

１．固定資産除却損 ※２ 8,447 8,447 0.3 1,185 1,185 0.0 

税金等調整前当期純利
益 

    273,405 7.5   215,433 4.4 

法人税、住民税及び事
業税 

  127,441     146,857     

法人税等調整額   10,590 138,032 3.8 △35,384 111,473 2.3 

当期純利益     135,373 3.7   103,960 2.1 

        



③【連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書】 

  連結剰余金計算書 

  連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自平成17年６月１日 至平成18年５月31日） 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 

（資本剰余金の部）       

Ⅰ 資本剰余金期首残高     388,150 

Ⅱ 資本剰余金期末残高     388,150 

    

（利益剰余金の部）       

Ⅰ 利益剰余金期首残高     151,196 

Ⅱ 利益剰余金増加高       

１．当期純利益   135,373 135,373 

Ⅲ 利益剰余金減少高       

１．連結子会社増加に伴う
利益剰余金減少高 

  4,258   

２．配当金   90,200 94,458 

Ⅳ 利益剰余金期末残高     192,112 

    

 

株主資本 
評価・換算 
差額等 

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

為替換算調整
勘定 

平成17年５月31日 残高 

（千円） 
413,000 388,150 192,112 △263 992,998 △2,504 990,494 

連結会計年度中の変動額        

新株の発行（千円） 659,200 658,160     1,317,360   1,317,360 

剰余金の配当（千円）     △54,118   △54,118   △54,118 

当期純利益（千円）     103,960   103,960   103,960 

株主資本以外の項目の連結会

計年度中の変動額（純額） 

（千円） 

          6,793 6,793 

連結会計年度中の変動額合計 

（千円） 
659,200 658,160 49,841 － 1,367,201 6,793 1,373,995 

平成18年５月31日 残高 

（千円） 
1,072,200 1,046,310 241,953 △263 2,360,200 4,289 2,364,490 



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

      

税金等調整前当期純利
益 

  273,405 215,433 

減価償却費   46,927 77,942 

固定資産除却損   8,447 1,185 

貸倒引当金の増加額又
は減少額(△) 

  710 △1,678 

製品保証引当金の増加
額 

  3,262 8,358 

受取利息及び受取配当
金 

  △25 △134 

支払利息   72,646 83,299 

新株発行費   － 9,230 

為替差損又は為替差益
(△) 

  △198 130 

売上債権の増加額   △446,927 △1,249,321 

たな卸資産の増加額   △1,004,859 △586,177 

仕入債務の増加額又は
減少額(△) 

  △3,199 100,078 

その他流動資産の減少
額又は増加額(△) 

  △157,974 158,388 

その他流動負債の増加
額 

  30,623 27,525 

長期未払金の減少額   △2,604 － 

長期前払費用の増加額   △4,584 △2,797 

小計   △1,184,349 △1,158,537 

利息及び配当金の受取
額 

  20 184 

利息の支払額   △71,440 △77,002 

法人税等の支払額   △142,583 △136,422 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  △1,398,352 △1,371,777 

 



  
前連結会計年度 

（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 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 

  △18,007 △18,012 

有形固定資産の取得に
よる支出 

  △113,678 △494,031 

有形固定資産の売却に
よる取得 

  － 287,104 

無形固定資産の取得に
よる支出 

  △216,924 △3,112 

その他投資等の増加額   △97,501 △11,900 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  △446,112 △239,953 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

      

短期借入金の純増加額   230,000 586,000 

長期借入金の借入によ
る収入 

  2,650,000 2,170,000 

長期借入金の返済によ
る支出 

  △1,074,770 △1,747,209 

自己株式の取得による
支出 

  △263 － 

株式の発行による収入   － 1,308,129 

配当金の支払額   △91,141 △53,898 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  1,713,825 2,263,021 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 

  3,754 3,256 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
加額又は減少額(△) 

  △126,884 654,547 

Ⅵ 現金及び現金同等物期首
残高 

  715,572 596,440 

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び
現金同等物の増加額 

  7,752 － 

Ⅷ 現金及び現金同等物期末
残高 

  596,440 1,250,987 

    



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

１．連結の範囲に関する事
項 

 連結子会社の数 １社 

 連結子会社名  

  RAYTEX USA CORPORATION 

 RAYTEX USA CORPORATIONは、重要性が

増したため、当連結会計年度より連結の

範囲に含めております。 

同左 

２．持分法の適用に関する
事項 

 持分法適用会社はありません。 同左 

３．連結子会社の事業年度
等に関する事項 

 連結子会社であるRAYTEX USA 

CORPORATIONの決算日は12月31日でありま

す。連結財務諸表の作成に当たっては、

連結決算日現在で実施した仮決算に基づ

く財務諸表を使用しております。 

同左 

４．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 

たな卸資産 

 ａ．製品・商品・仕掛品 

   個別法による原価法 

 ｂ．原材料 

   月次総平均法による原価法 

 ｃ．貯蔵品 

   最終仕入原価法 

たな卸資産 

 ａ．商品・仕掛品 

        同左 

 ｂ．原材料 

        同左 

 ｃ．貯蔵品 

        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 

 主に定率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   15～50年 

 工具、器具及び備品 ４～８年 

  

 ② 無形固定資産 

  (イ)ソフトウェア 

ａ．市場販売目的のソフトウェア 

 見込み販売期間（3年）による

定額法 

ｂ．自社利用目的のソフトウェア 

 社内における見積利用期間（5

年）による定額法 

(ロ)特許権 

 定額法を採用しております。な

お、償却年数は８年であります。 

① 有形固定資産 

主に定率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   15～50年 

 機械装置及び運搬具 ６～７年 

 工具、器具及び備品 ４～８年   

 ② 無形固定資産 

  (イ)ソフトウェア 

ａ．市場販売目的のソフトウェア 

     同左 

  

ｂ．自社利用目的のソフトウェア 

       同左 

  

(ロ)特許権 

      同左 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

(3）重要な引当金の計上

基準 

① 貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒れによ

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。 

 ② 製品保証引当金 

 製品のアフターサービスに伴う費

用の支出に備えるため、当該製品の

売上高に対し過去のアフターサービ

ス費用発生の実績率に基づいて計上

しております。 

① 貸倒引当金 

同左 

  

  

  

  

  

 ② 製品保証引当金 

同左 

(4）重要な外貨建の資産

又は負債の本邦通貨

への換算の基準 

 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及び負債

は、連結決算日の直物為替相場により円

換算し、収益及び費用は期中平均相場に

より円貨に換算し、換算差額は資本の部

における為替換算調整勘定に含めて計上

しております。 

 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及び負債

は、連結決算日の直物為替相場により円

換算し、収益及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、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

 同左 

(6）重要なヘッジ会計の

方法 

① ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては、特例処

理の要件を満たしておりますので、

特例処理を採用しております。 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段 

  金利スワップ 

 ヘッジ対象 

  借入金利息 

 ③ ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスクをヘッジ

するため、変動金利を固定金利にし

た金利スワップ取引を利用して、将

来の金利上昇がキャッシュ・フロー

に及ぼす影響を限定しております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法  

 金利スワップについては、特例処

理によっているため、有効性の評価

を省略しております。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

  

  

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  

  

  

 ③ ヘッジ方針 

同左 

 

  

  

  

④ ヘッジ有効性評価の方法  

同左 

(7）その他連結財務諸表

作成のための重要な

事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

        同左 

 



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

５．連結子会社の資産及び

負債の評価に関する事

項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

 同左 

６．連結調整勘定の償却に

関する事項 

 該当事項はありません。 同左 

７．利益処分項目等の取扱

いに関する事項 

 連結剰余金計算書は連結会社の利益処

分について、連結会計年度中に確定した

利益処分に基づいて作成しております。 

 ──── 

８．連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金

の範囲 

 手許現金、要求払預金及び取得日から

３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の

高い、容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負わ

ない短期的な投資からなっております。 

同左 

前連結会計年度 
（自 平成16年６月１日 
  至 平成17年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
  至 平成18年５月31日） 

  ──── （連結株主資本等変動計算書に関する会計基準等） 

 当連結会計年度から「株主資本等変動計算書に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業

会計基準第６号）及び「株主資本等変動計算書に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成17年12月

27日 企業会計基準適用指針第９号）を適用しておりま

す。 

 連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度から

「連結株主資本等変動計算書」を作成しております。 

 また、前連結会計年度まで作成しておりました「連結剰

余金計算書」は、本改正により廃止され、当連結会計年度

からは作成しておりません。  

  ──── (連結貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 

 当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用方針」（企業会計基準適用指針第８号 平成17

年12月９日）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は2,364,490千円

であります。 

 なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度

における連結貸借対照表の純資産の部においては、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。  



（連結貸借対照表関係） 

（連結損益計算書関係） 

（連結株主資本等変動計算書関係） 

 当連結会計年度（自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日） 

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 (注) 普通株式の発行済株式総数の増加800,000株は、公募増資による新株発行による増加であります。 

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

     該当事項はありません。  

前連結会計年度 
（平成17年５月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年５月31日） 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

 定期預金   6,000千円 

担保付債務は次のとおりであります。 

 長期借入金  6,000千円 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

 定期預金      6,000千円 

担保付債務は次のとおりであります。 

 長期借入金     6,000千円 

※２ 当社の発行済株式総数は、普通株式4,510,000株で

あります。 

            ──── 

※３ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式115株で

あります。 

            ──── 

前連結会計年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費 

                               113,400千円 

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費 

                            258,244千円 

※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

 建物及び構築物   7,915千円

 工具、器具及び備品   531千円

  合計    8,447千円

工具、器具及び備品  1,185千円

  
前連結会計年度末 

株式数 

当連結会計年度 

増加株式数 

当連結会計年度 

減少株式数 

当連結会計年度末 

株式数 

 発行済株式数 

 普通株式 (注) 
4,510,000株 800,000株 － 5,310,000株 

 合計 4,510,000株 800,000株 － 5,310,000株 

 自己株式 

 普通株式 
115株 － － 115株 

  合計 115株 － － 115株 



 ３．配当に関する事項 

     (1)配当金の支払 

      (2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  株式の種類 配当金の総額 
１株当たり 

配当額 
基準日 効力発生日 

 平成17年８月25日 

定時株主総会 
普通株式  54,118千円  12円  平成17年５月31日 平成17年８月26日

決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 
１株当たり 

配当額 
基準日 効力発生日  

 平成18年８月24日 

定時株主総会 
普通株式   63,718千円  利益剰余金  12円  平成18年５月31日 平成18年８月25日

前連結会計年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成17年５月31日現在） （平成18年５月31日現在）

 （千円）

現金及び預金 654,363

預入期間３か月超の定期預金 △57,923

現金及び現金同等物 596,440

 （千円）

現金及び預金 1,326,923

預入期間３か月超の定期預金 △75,935

現金及び現金同等物 1,250,987



（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

前連結会計年度（平成17年５月31日） 

   該当事項はありません。 

当連結会計年度（平成18年５月31日） 

   該当事項はありません。 

前連結会計年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

Ⅰ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 

Ⅰ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 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

 
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

機械装置及び
運搬具 

18,575 7,101 11,474 

合計 18,575 7,101 11,474 

 
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

機械装置及び
運搬具 

18,575 10,982 7,593 

工具、器具及
び備品 

5,600 1,400 4,200 

ソフトウェア 3,500 875 2,625 

合計 27,675 13,257 14,418 

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 

１年内 4,112千円 

１年超 7,606千円 

合計 11,718千円 

１年内 9,853千円 

１年超 4,658千円 

合計 14,512千円 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

  

４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数として、残存価額を零とす

る定額法によっております。 

５．利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差

額を利息相当額とし、各期の配分方法については、

利息法によっております。 

 Ⅱオペレーティング・リース取引 

   未経過リース料 

支払リース料 3,854千円 

減価償却費相当額 3,881千円 

支払利息相当額 851千円 

一年内 3,468千円 

一年超 4,335千円 

 計 7,803千円 

  

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

  

５．利息相当額の算定方法 

同左 

  

  

 Ⅱオペレーティング・リース取引 

   未経過リース料 

支払リース料 7,493千円 

減価償却費相当額 6,156千円 

支払利息相当額 787千円 

一年内 89,552千円 

一年超 867千円 

 計 90,419千円 



（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 

２．取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

(1）取引の内容 

 利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取

引であります。 

(1）取引の内容 

同左 

(2）取引に対する取組方針 

 デリバティブ取引は、将来の金利の変動によるリス

ク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方

針であります。 

(2）取引に対する取組方針 

同左 

(3）取引の利用目的 

 デリバティブ取引は、借入金利等の将来の金利市場

における利率上昇による変動リスクを回避する目的で

利用しております。 

 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

っております。 

①ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては、特例処理の要件を満たし

ておりますので、特例処理を採用しております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段  金利スワップ 

ヘッジ対象  借入金利息 

③ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスクをヘッジするため、変動金

利を固定金利にした金利スワップ取引を利用して、将

来の金利上昇がキャッシュ・フローに及ぼす影響を限

定しております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップについては、特例処理によっているた

め、有効性の評価を省略しております。 

(3）取引の利用目的 

同左 

  

  

  

  

①ヘッジ会計の方法 

同左 

  

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  

③ヘッジ方針 

同左 

  

  

  

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

  

(4）取引に係るリスクの内容 

 金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを

有しております。 

(4）取引に係るリスクの内容 

同左 

(5）取引に係るリスク管理体制 

  デリバティブ取引の執行・管理については、取引権

限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金

担当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。 

(5）取引に係るリスク管理体制 

同左 

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 

  該当事項はありません。 

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 

同左 

前連結会計年度 

（自 平成16年６月１日 

  至 平成17年５月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年６月１日 

  至 平成18年５月31日） 

 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引は

ありませんので、該当事項はありません。 
 同左 



（退職給付関係） 

前連結会計年度（平成17年５月31日現在） 

  当社は退職給付制度を採用していないので、該当事項はありません。 

当連結会計年度（平成18年５月31日現在） 

  当社は退職給付制度を採用していないので、該当事項はありません。 

（ストック・オプション等関係） 

 当連結会計年度（自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日） 

１ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

① ストック・オプションの内容 

 ② ストック・オプションの規模及びその変動状況 

   イ．ストック・オプションの数                               

   ロ．単価情報                                      

会社名 提出会社 提出会社 

 決議年月日 平成16年８月26日 平成17年８月25日 

 付与対象者の区分及び人数 当社従業員        40名  

当社従業員        81名 

当社子会社取締役     ２名 

当社子会社従業員     11名 

当社とコンサルティング 

契約を締結している者   ３名  

 株式の種類及び付与数 普通株式 50,000株  普通株式 100,000株  

 付与日 平成16年９月１日  平成17年11月30日  

 権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。  権利確定条件は付されておりません。  

 対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。  対象勤務期間の定めはありません。  

 権利行使期間 平成18年９月１日～平成24年８月31日  平成19年９月１日～平成25年８月31日  

会社名 提出会社 提出会社 

 決議年月日 平成16年８月26日  平成17年８月25日 

 権利確定前  (株)   

  前連結会計年度末 50,000 － 

  付与 － 100,000 

  失効 5,500 6,000 

  権利確定 － － 

  未確定残 44,500 94,000 

 権利確定後  (株)     

  前連結会計年度末 － － 

  権利確定 － － 

  権利行使 － － 

  失効 － － 

  未行使残 － － 

会社名 提出会社 提出会社 

 決議年月日  平成16年８月26日  平成17年８月25日 

 権利行使価格  (円) 2,804 1,672 

 行使時平均株価 － － 

 付与日における公正な評価単価 － － 



（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

 （千円）

（繰延税金資産）  

① 流動資産  

未払事業税否認 11,266 

製品保証引当金否認 9,821 

たな卸資産廃棄損 3,214 

一括償却資産 1,336 

貸倒引当金繰入超過 1,425 

その他 53 

計 27,117 

 （千円）

（繰延税金資産）  

① 流動資産  

未払事業税否認 14,325 

製品保証引当金否認 13,387 

たな卸資産廃棄損 25,240 

一括償却資産 1,063 

貸倒引当金繰入超過 398 

仕掛品計上漏れ 2,054 

その他 162 

計 56,632 

② 固定資産  

一括償却資産 496 

減価償却超過額 1,994 

計 2,490 

合計 29,608 

② 固定資産  

一括償却資産 558 

減価償却超過額 7,802 

計 8,360 

合計 64,993 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

 （％）

法定実効税率 40.02 

（調整）  

交際費等永久に損金算入されない項目 4.21 

住民税均等割等 0.42 

欠損金子会社の未認識税務利益 7.93 

税額控除 △1.83 

その他 △0.26 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 50.49 

 （％）

法定実効税率 40.69 

（調整）  

交際費等永久に損金算入されない項目 6.28 

住民税均等割等 1.98 

欠損金子会社の未認識税務利益 11.20 

税額控除 △8.29 

その他 △0.12 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 51.74 

３．        ──── ３．多摩市の法人住民税の税率が12.3％から14.7％へ変

更されたことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資

産に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の

40.02％から40.69％に変更されております。その結

果、繰延税金資産の金額は1,070千円増加し、当連結

会計年度に計上された法人税等調整額（貸方）が

1,070千円増加しております。 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（自平成16年６月１日 至平成17年５月31日） 

 当社グループは、同一セグメントに属する、ウェーハ検査装置及びウェーハ測定装置の開発、設計、生産及

び販売を主たる業務としており、当該事業以外に事業種類がないため、該当事項はありません。 

当連結会計年度（自平成17年６月１日 至平成18年５月31日） 

 当社グループは、同一セグメントに属する、ウェーハ検査装置及びウェーハ測定装置の開発、設計、生産及

び販売を主たる業務としており、当該事業以外に事業種類がないため、該当事項はありません。 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自平成16年６月１日 至平成17年５月31日） 

 本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別

セグメント情報の記載を省略しております。 

当連結会計年度（自平成17年６月１日 至平成18年５月31日） 

 本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、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】 

前連結会計年度（自平成16年６月１日 至平成17年５月31日） 

 海外売上高は次のとおりであります。 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国または地域は、以下のとおりであります。 

(1)欧州……………イギリス 

(2)東南アジア……マレーシア、台湾 

(3)北米……………アメリカ 

 ３. 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。 

当連結会計年度（自平成17年６月１日 至平成18年５月31日） 

 海外売上高は次のとおりであります。 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国または地域は、以下のとおりであります。 

(1)欧州……………イギリス 

(2)アジア…………マレーシア、台湾、韓国 

(3)北米……………アメリカ 

３. 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。 

  欧州 東南アジア 北米  計 

Ⅰ海外売上高（千円）  240,000 179,987 172,276 592,263 

Ⅱ連結売上高（千円）  －  － －  3,622,445 

Ⅲ連結売上高に占める海外売上高の割

合（％）  
6.6 5.0 4.8 16.3 

  欧州 アジア 北米  計 

Ⅰ海外売上高（千円）  429,637 418,492 271,630 1,119,761 

Ⅱ連結売上高（千円）  －  － －  4,875,210 

Ⅲ連結売上高に占める海外売上高の割

合（％）  
8.8 8.6 5.6 23.0 



【関連当事者との取引】 

前連結会計年度（自平成16年６月１日 至平成17年５月31日） 

役員及び個人主要株主等 

 （注）債務保証については、債務保証残高を取引金額に記載しております。 

当連結会計年度（自平成17年６月１日 至平成18年５月31日） 

役員及び個人主要株主等 

 （注）債務保証については、債務保証残高を取引金額に記載しております。 

属性 氏名 住所 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高 
（千円） 役員の

兼任等 
事業上
の関係 

役員 髙村 淳 － － 
当社代表
取締役社
長 

（被所有） 
直接 32.1 

－ － 
支払リース
料債務被保
証 

26,132 
（注） 

－ － 

属性 氏名 住所 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高 
（千円） 役員の

兼任等 
事業上
の関係 

役員 髙村 淳 － － 
当社代表
取締役社
長 

（被所有） 
直接 27.3 

－ － 
支払リース
料債務被保
証 

12,066 
（注） 

－ － 



（１株当たり情報） 

 （注）１．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 （注）２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

前連結会計年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

１株当たり純資産額 219.63円 

１株当たり当期純利益金額 30.02円 

１株当たり純資産額 445.29円 

１株当たり当期純利益金額 20.53円 

 なお潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

同左 

 
前連結会計年度 

（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

当期純利益（千円） 135,373 103,960 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 135,373 103,960 

期中平均株式数（株） 4,509,971 5,063,731 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

平成16年８月26日定時株主総会で

決議された新株予約権 

（新株予約権の数 500個 

  普通株式 50,000株）  

平成16年８月26日定時株主総会で

決議された新株予約権 

（新株予約権の数 445個 

  普通株式 44,500株）  

平成17年８月25日定時株主総会で

決議された新株予約権 

（新株予約権の数 940個 

  普通株式  94,000株）  

 
前連結会計年度 

（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

純資産の合計金額（千円） － 2,364,490 

純資産の部から控除する金額（千円） － － 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） － 2,364,490 

期末の普通株式の数（株） － 5,309,885 



⑤【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

     該当事項はありません。 

【借入金等明細表】 

 （注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２．当社は、事業資金の効率的な調達を行うため、㈱東京三菱銀行を主幹事とする実行可能期間付タームローン

契約を締結しており、その内容は以下のとおりであります。 

(1) 借入限度額  2,000百万円 

(2) 財務制限条項 

① 平成18年5月期及びそれ以降の決算期の末日における単体の貸借対照表及び連結の貸借対照表におけ

る純資産の部の金額については当該決算期の直前の決算期の末日または平成17年5月期の末日におけ

る単体の貸借対照表及び当該連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の

80％の金額以上に、それぞれ維持すること。 

② 各年度の決算期にかかる単体の損益計算書及び連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2

期連続して経常損失を計上しないこと。 

３．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであ

ります。 

(2）【その他】  

 該当事項はありません。  

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

平均利率 
（％） 

返済期限 

短期借入金 870,000 1,456,000 1.6 － 

１年以内に返済予定の長期借入金 1,547,933 1,797,222 1.4 － 

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 1,708,588 1,882,090 1.4 
平成19年から 

平成28年 

その他の有利子負債 － － － － 

計 4,126,522 5,135,312 － － 

 
１年超２年以内 
（千円） 

２年超３年以内 
（千円） 

３年超４年以内 
（千円） 

４年超５年以内 
（千円） 

長期借入金 1,216,350 458,239 42,000 42,000 



２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

  
前事業年度 

（平成17年５月31日） 
当事業年度 

（平成18年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１．現金及び預金 ※１  586,538   1,285,028  

２．受取手形    410,629   580,963  

３．売掛金   2,418,860   3,497,786  

４．商品   276,638   214,029  

５．製品   24,344   －  

６．原材料   344,615   537,848  

７．仕掛品   1,340,134   1,438,338  

８．貯蔵品   4,738   2,852  

９．前渡金   193,556   60,638  

10．前払費用   70,897   26,763  

11．繰延税金資産   27,124   56,632  

12．その他   44,995   4,183  

貸倒引当金   △4,715   △3,020  

流動資産合計   5,738,359 90.2  7,702,045 86.0 

Ⅱ 固定資産        

(1）有形固定資産        

１．建物  40,545   41,945   

減価償却累計額  5,762 34,783  8,785 33,159  

２．機械装置  －   96,476   

減価償却累計額  － －  15,757 80,718  

３．車両運搬具  15,408   19,862   

減価償却累計額  7,732 7,676  7,762 12,099  

４．工具、器具及び備品  70,165   86,037   

減価償却累計額  34,327 35,838  48,832 37,204  

５．建設仮勘定   －   441,000  

有形固定資産合計   78,298 1.2  604,182 6.8 

(2）無形固定資産        

１．特許権   188,628   162,594  

２．ソフトウェア   12,176   9,539  

３．電話加入権   882   882  

無形固定資産合計   201,687 3.2  173,015 1.9 

(3）投資その他の資産        

１．関係会社株式   164,395   274,925  

２．出資金   100   100  

３．長期前払費用   9,300   17,301  

４．繰延税金資産   2,490   8,360  

５．敷金   57,052   58,087  

６．その他   108,457   115,891  

投資その他の資産合計   341,796 5.4  474,666 5.3 

固定資産合計   621,782 9.8  1,251,864 14.0 

資産合計   6,360,141 100.0  8,953,909 100.0 

        

 



  
前事業年度 

（平成17年５月31日） 
当事業年度 

（平成18年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．支払手形    509,034   767,502  

２．買掛金   430,632   275,042  

３．短期借入金   870,000   1,456,000  

４．１年内返済予定長期借
入金 

  1,547,933   1,797,222  

５．未払金   60,707   57,564  

６．未払費用   20,076   29,910  

７．未払法人税等   134,196   154,445  

８．預り金   3,798   5,382  

９．製品保証引当金   24,542   32,900  

10. その他   189   17,548  

流動負債合計   3,601,110 56.6  4,593,519 51.3 

Ⅱ 固定負債        

１．長期借入金 ※１  1,708,588   1,882,090  

固定負債合計   1,708,588 26.9  1,882,090 21.0 

負債合計   5,309,699 83.5  6,475,609 72.3 

        

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※２  413,000 6.5  － － 

Ⅱ 資本剰余金        

資本準備金  388,150   －   

資本剰余金合計   388,150 6.1  － － 

Ⅲ 利益剰余金        

当期未処分利益  249,555   －   

利益剰余金合計   249,555 3.9  － － 

Ⅳ 自己株式 ※３  △263 △0.0  － － 

資本合計   1,050,442 16.5  － － 

負債・資本合計   6,360,141 100.0  － － 

（純資産の部）        

Ⅰ 株主資本        

１．資本金   － －  1,072,200 12.0 

２．資本剰余金        

(1) 資本準備金  －   1,046,310   

資本剰余金合計   － －  1,046,310 11.7 

３．利益剰余金        

(1)その他利益剰余金        

   繰越利益剰余金  －   360,053   

利益剰余金合計   － －  360,053 4.0 

４．自己株式   － －  △263 △0.0 

株主資本合計   － －  2,478,300 27.7 

純資産合計   － －  2,478,300 27.7 

負債純資産合計   － －  8,953,909 100.0 

        



②【損益計算書】 

  
前事業年度 

（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高        

１．商品売上高  628,148   750,422   

２．製品売上高  2,993,025 3,621,174 100.0 4,115,928 4,866,351 100.0 

Ⅱ 売上原価        

１．期首商品たな卸高  138,884   276,638   

２．期首製品たな卸高  24,344   24,344   

３．当期商品仕入高  637,940   606,405   

４．当期製品製造原価 ※２ 1,419,505   2,546,994   

合計  2,220,674   3,454,383   

５．他勘定振替高 ※３ －   383,580   

６．期末商品たな卸高  276,638   214,029   

７．期末製品たな卸高  24,344 1,919,691 53.0 － 2,856,773 58.7 

売上総利益   1,701,483 47.0  2,009,578 41.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２       

１．役員報酬  84,000   91,950   

２．給与手当  303,792   411,967   

３．広告宣伝費  45,063   37,488   

４．荷造発送費  44,748   53,864   

５．減価償却費  42,356   66,226   

６．接待交際費  28,774   33,267   

７．旅費交通費  157,459   190,704   

８．貸倒引当金繰入額  727   －   

９．製品保証引当金繰入額  24,542   20,341   

10．地代家賃  73,215   95,466   

11．業務委託費  100,446   66,976   

12．支払手数料  86,326   96,736   

13．研究開発費  113,400   250,038   

14．その他  188,906 1,293,759 35.7 234,812 1,649,840 33.9 

営業利益   407,723 11.3  359,737 7.4 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息 ※１ 222   153   

２．受取配当金  3   4   

３．業務受託料  1,200   1,000   

４．為替差益  －   13,469   

５．受取リース料  －   6,860   

６．雑収入  186 1,611 0.0 1,022 22,509 0.5 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  72,646   83,299   

２．新株発行費  －   9,230   

３．雑支出  9,315 81,962 2.3 14,129 106,659 2.2 

経常利益   327,372 9.0  275,587 5.7 

 



  
前事業年度 

（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅵ 特別利益        

  貸倒引当金戻入益  － － － 1,694 1,694 0.0 

Ⅶ 特別損失        

    固定資産除却損 ※４ 788 788 0.0 1,185 1,185 0.0 

税引前当期純利益   326,584 9.0  276,097 5.7 

法人税、住民税及び事
業税 

 127,441   146,857   

法人税等調整額  10,583 138,025 3.8 △35,377 111,479 2.3 

当期純利益   188,558 5.2  164,617 3.4 

前期繰越利益   60,996   －  

当期未処分利益   249,555   －  

        



製造原価明細書 

（原価計算の方法） 

 原価計算の方法は、製品別の個別原価計算によっております。 

 ※１．労務費の主な内訳は次のとおりであります。 

 ※２．製造経費の主な内訳は次のとおりであります。 

 ※３．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

  
前事業年度 

（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 材料費      

期首材料たな卸高  192,246  344,615  

当期材料仕入高  2,155,674  2,718,248  

合計  2,347,921  3,062,863  

期末材料たな卸高  344,615  537,848  

当期材料費  2,003,305 91.7 2,525,015 93.8 

Ⅱ 労務費 ※１ 70,055 3.2 38,600 1.4 

Ⅲ 製造経費 ※２ 110,401 5.1 130,156 4.8 

当期総製造費用  2,183,763 100.0 2,693,772 100.0 

期首仕掛品たな卸高  623,798  1,340,134  

合計  2,807,561  4,033,907  

期末仕掛品たな卸高  1,340,134  1,438,338  

他勘定振替高 ※３ 47,921  48,574  

当期製品製造原価  1,419,505  2,546,994  

項目 前事業年度 当事業年度 

給与手当（千円） 59,946 34,697 

法定福利費（千円） 10,109 3,902 

項目 前事業年度 当事業年度 

外注加工費（千円） 96,766 107,995 

項目 前事業年度 当事業年度 

研究開発費（千円） 21,425 34,123 

製品修繕費（千円） 26,496 11,983 



③【利益処分計算書及び株主資本等変動計算書】 

  利益処分計算書 

  株主資本等変動計算書 

当事業年度（自平成17年６月１日 至平成18年５月31日） 

  
前事業年度 

（株主総会承認日 
平成17年８月25日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   249,555 

Ⅱ 利益処分額      

  1. 配当金  54,118 54,118 

Ⅲ 次期繰越利益   195,436 

    

 

株主資本 

純資産合計
資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 
株主資本合
計 

資本準備金 
資本剰余金
合計 

その他利益
剰余金 

利益剰余金
合計 繰越利益剰

余金 

平成17年５月31日 残高 

（千円） 
413,000 388,150 388,150 249,555 249,555 △263 1,050,442 1,050,442 

事業年度中の変動額         

新株の発行（千円） 659,200 658,160 658,160       1,317,360 1,317,360 

剰余金の配当（千円）       △54,118 △54,118   △54,118 △54,118 

当期純利益（千円）       164,617 164,617   164,617 164,617 

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
659,200 658,160 658,160 110,498 110,498 － 1,427,858 1,427,858 

平成18年５月31日 残高 

（千円） 
1,072,200 1,046,310 1,046,310 360,053 360,053 △263 2,478,300 2,478,300 



重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

子会社株式 

移動平均法による原価法 

子会社株式 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1）製品・商品・仕掛品 

個別法による原価法 

(1）商品・仕掛品 

同左 

 (2）原材料 

月次総平均法による原価法 

(2）原材料 

同左 

 (3）貯蔵品 

最終仕入原価法 

(3）貯蔵品 

同左 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定率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        15～50年 

工具、器具及び備品 ４～８年 

(1）有形固定資産 

 定率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        15～50年 

機械装置        ７年 

工具、器具及び備品 ４～８年 

 (2）無形固定資産 

(イ)ソフトウェア 

ａ．市場販売目的のソフトウェア 

 見込み販売期間（３年）による

定額法 

(2）無形固定資産 

(イ)ソフトウェア 

ａ．市場販売目的のソフトウェア 

同左 

 ｂ．自社利用目的のソフトウェア 

 社内における見積利用期間（５

年）による定額法 

(ロ)特許権  

 定額法を採用しております。な

お償却年数は８年であります。 

ｂ．自社利用目的のソフトウェア 

同左 

(ロ)特許権  

同左 

４．繰延資産の処理方法 ──── 

  

新株発行費 

支出時に全額費用処理しております。  

５．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、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。 

同左 

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒れによる

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。 

(1）貸倒引当金 

同左 

 (2）製品保証引当金 

 製品のアフターサービスに伴う費用

の支出に備えるため、当該製品の売上

高に対し過去のアフターサービス費用

発生の実績率に基づいて計上しており

ます。 

(2）製品保証引当金 

同左 

 



項目 
前事業年度 

（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

７．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、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

同左 

８．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては、特例処理

の要件を満たしておりますので、特例

処理を採用しております。 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段  金利スワップ 

ヘッジ対象  借入金利息 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 (3）ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスクをヘッジす

るため、変動金利を固定金利にした金

利スワップ取引を利用して、将来の金

利上昇がキャッシュ・フローに及ぼす

影響を限定しております。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

 (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップについては、特例処理

によっているため、有効性の評価を省

略しております。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 



会計処理方法の変更  

表示方法の変更 

前事業年度 
（平成17年５月31日） 

当事業年度 
（平成18年５月31日） 

 当社は従来、国内の売上高の計上基準については、出荷

基準を採用しておりましたが、当事業年度より装置の据付

完了をもって引渡し、これをもって売上計上を認識する引

渡基準に変更しました。この変更は、前事業年度上期にお

いて国内の大口販売代理店契約を解消したことに伴い、前

下期よりユーザーとの直接販売が増加しており、今後はユ

ーザーへの直接販売が当社の主要な販売方法となると予想

され、当社のサービス担当者が装置の据付設置を指導し据

付完了の確認後に引渡すことにより売上計上を行うこと

が、売上計上の確実性の観点からより望ましいものと考え

られるため行ったものであります。なお、当事業年度にお

いては従来の方法に比較して損益に与える影響はありませ

ん。 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 

 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用方針」（企業会計基準適用指針第８号 

平成17年12月９日）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は2,478,300千円

であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度にお

ける貸借対照表の純資産の部においては、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。 

 ──── （株主資本等変動計算書に関する会計基準等） 

 当事業年度から「株主資本等変動計算書に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業

会計基準第６号）及び「株主資本等変動計算書に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成17年

12月27日 企業会計基準適用指針第９号）を適用してお

ります。 

 財務諸表等規則の改正により、当事業年度から損益計

算書の末尾は当期純利益とされております。 

 また、当事業年度から「株主資本等変動計算書」を作

成しております。 

 なお、前事業年度まで作成しておりました「利益処分

計算書」は、本改正により廃止され、当事業年度からは

作成しておりません。 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

(損益計算書) 

前事業年度まで販売費及び一般管理費の「その他」に含め

て表示しておりました「研究開発費」は、当事業年度にお

いて販売費及び一般管理費の総額の100分の５を超えたた

め区分掲記しました。 

なお、前事業年度における「研究開発費」の金額は7,903

千円であります。 

 ──── 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

（損益計算書関係） 

（株主資本等変動計算書関係） 

 当事業年度（自 平成17年６月１日至 平成18年５月31日） 

      １．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

前事業年度 
（平成17年５月31日） 

当事業年度 
（平成18年５月31日） 

※１．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

 定期預金   6,000千円 

担保付債務は次のとおりであります。 

 長期借入金  6,000千円 

※１．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

 定期預金      6,000千円 

担保付債務は次のとおりであります。 

 長期借入金     6,000千円 

※２．授権株式数及び発行済株式総数 ──── 

授権株式数 普通株式 10,000,000株 

発行済株式総数 普通株式 4,510,000株 

 

※３．自己株式 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式115株で

あります。 

──── 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

※１．関係会社との取引に係わるものが次のとおり含ま

れています。 

   関係会社よりの受取利息          199千円 

※１．関係会社との取引に係わるものが次のとおり含ま

れています。 

   関係会社よりの受取利息           86千円 

※２．研究開発費の総額 ※２．研究開発費の総額 

一般管理費及び当期製造原価に

含まれる研究開発費 
113,400千円 

一般管理費及び当期製造原価に

含まれる研究開発費 
250,038千円 

※３．        ──── ※３．他勘定振替の内訳は、次のとおりであります。 

 有形固定資産への振替高 383,580千円 

※４．固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

※４．固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

建物 256千円 

工具、器具及び備品 531千円 

 合計 788千円 

工具、器具及び備品 1,185千円 

  前期末株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数 

 自己株式 

 普通株式 
115株 － － 115株 

 合計 115株 － － 115株 



（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

前事業年度（平成17年５月31日現在） 

 子会社株式で時価のあるものはありません。 

当事業年度（平成18年５月31日現在） 

 子会社株式で時価のあるものはありません。 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

Ⅰ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 

Ⅰ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 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

 
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

車両運搬具 18,575 7,101 11,474 

合計 18,575 7,101 11,474 

 
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

車両運搬具 18,575 10,982 7,593 

工具、器具及
び備品 

5,600 1,400 4,200 

ソフトウェア 3,500 875 2,625 

合計 27,675 13,257 14,418 

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 

１年内 4,112千円 

１年超 7,606千円 

合計 11,718千円 

１年内 9,853千円 

１年超 4,658千円 

合計 14,512千円 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 3,854千円 

減価償却費相当額 3,881千円 

支払利息相当額 851千円 

支払リース料 7,493千円 

減価償却費相当額 6,156千円 

支払利息相当額 787千円 

４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

５．利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

５．利息相当額の算定方法 

同左 

Ⅱオペレーティング・リース取引 

 未経過リース料 

１年内 3,468千円 

１年超 4,335千円 

支払利息相当額 7,803千円 

Ⅱオペレーティング・リース取引 

 未経過リース料 

１年内 89,552千円 

１年超 867千円 

支払利息相当額 90,419千円 



（税効果会計関係） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

 （千円）

（繰延税金資産）  

① 流動資産  

未払事業税否認 11,266 

製品保証引当金否認 9,821 

たな卸資産廃棄損 3,214 

一括償却資産 1,336 

貸倒引当金繰入超過 1,432 

その他 53 

計 27,124 

 （千円）

（繰延税金資産）  

① 流動資産  

未払事業税否認 14,325 

製品保証引当金否認 13,387 

たな卸資産廃棄損 25,240 

一括償却資産 1,063 

貸倒引当金繰入超過 398 

仕掛品計上漏れ 2,054 

その他 164 

計 56,632 

② 固定資産  

一括償却資産 496 

減価償却超過額 1,994 

計 2,490 

合計 29,615 

② 固定資産  

一括償却資産 558 

減価償却超過額 7,802 

計 8,360 

合計 64,993 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳  

 （％）

法定実効税率 40.02 

（調整）  

交際費等永久に損金算入されない項目 3.53 

住民税均等割等 0.35 

税額控除 △1.54 

その他 △0.10 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.26 

   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の１００分の５以下

であるため注記を省略しております。 

３．                ────── ３．多摩市の法人住民税の税率が12.3％から14.7％へ変

更されたことに伴い、当期の繰延税金資産に使用し

た法定実効税率は、前期の40.02％から40.69％に変

更されております。その結果、繰延税金資産の金額

は1,070千円増加し、当期に計上された法人税等調整

額（貸方）が1,070千円増加しております。 



（１株当たり情報） 

 （注）１．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

    ２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

１株当たり純資産額 232.92円 

１株当たり当期純利益金額 41.81円 

１株当たり純資産額 466.73円 

１株当たり当期純利益金額 32.51円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式がないため記

載しておりません。 

同左 

 
前事業年度 

（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

当期純利益（千円） 188,558 164,617 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 188,558 164,617 

期中平均株式数（株） 4,509,971 5,063,731 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

平成16年８月26日定時株主総会で

決議された新株予約権 

（新株予約権の数 500個 

 普通株式 50,000株） 

平成16年８月26日定時株主総会で

決議された新株予約権 

（新株予約権の数 445個 

 普通株式 44,500株） 

平成17年８月25日定時株主総会で

決議された新株予約権 

（新株予約権の数 940個 

 普通株式 94,000株） 

 
前事業年度 

（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

純資産の合計金額（千円） － 2,478,300 

純資産の部から控除する金額（千円） － － 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） － 2,478,300 

期末の普通株式の数（株） － 5,309,885 



④【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

 該当事項はありません。 

【有形固定資産等明細表】 

（注）１．機械装置の増加はたな卸資産からの振替えによるものであり、建設仮勘定の増加は本社ビル建設によるもの

であります。 

２．長期前払費用の差引当期末残高欄の（ ）書きは内書きで一年内償却予定額を示しており、貸借対照表では

流動資産の「前払費用」に振替ております。 

【引当金明細表】 

（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。 

資産の種類 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 
(千円) 

当期償却額 
（千円） 

差引当期末残
高（千円） 

有形固定資産        

建物 40,545 1,400 － 41,945 8,785 3,023 33,159 

機械装置 － 383,580 287,104 96,476 15,757 15,757 80,718 

車両運搬具 15,408 10,801 6,348 19,862 7,762 4,307 12,099 

工具、器具及び備品 70,165 19,298 3,426 86,037 48,832 16,746 37,204 

建設仮勘定 － 441,000 － 441,000 － － 441,000 

有形固定資産計 126,119 856,080 296,879 685,320 81,138 39,835 604,182 

無形固定資産        

特許権  208,275 － － 208,275 45,681 26,034 162,594 

ソフトウェア 24,598 850 － 25,448 15,908 3,487 9,539 

電話加入権 882 － － 882 － － 882 

無形固定資産計 233,756 850 － 234,606 61,590 29,522 173,015 

長期前払費用 18,280 21,830 － 40,111 12,743 8,811 
27,367 

(10,066)

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（目的使用） 
（千円） 

当期減少額 
（その他） 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

貸倒引当金 4,715 3,020 － 4,715 3,020 

製品保証引当金 24,542 20,341 11,983 － 32,900 



(2）【主な資産及び負債の内容】 

① 現金及び預金 

② 受取手形 

(イ）相手先別内訳 

(ロ）期日別内訳 

区分 金額（千円） 

現金 731 

預金  

当座預金 789,402 

別段預金 1,161 

普通預金 328,155 

定期預金 115,935 

郵便振替口座 2,346 

外貨預金 47,295 

小計 1,284,296 

合計 1,285,028 

相手先 金額（千円） 

横河マニュファクチャリング㈱ 576,714 

コマツ電子金属㈱ 2,905 

三益半導体工業㈱ 1,033 

㈱フジミインコーポレーテッド 309 

合計 580,963 

期日別 金額（千円） 

平成18年６月 1,548 

７月 － 

８月 － 

９月 1,666 

10月 340,326 

11月 － 

12月 237,421 

合計 580,963 



③ 売掛金 

(イ）相手先別内訳 

 （注） 三菱住友シリコン㈱は平成17年８月１日付けで㈱ＳＵＭＣＯに商号を変更しております。 

(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

 （注） 当期発生高には消費税等が含まれております。 

④ 商品 

⑤ 原材料 

⑥ 仕掛品 

相手先 金額（千円） 

三益半導体工業㈱ 810,211 

㈱SUMCO 690,775 

Speed Fam社 545,000 

S.E.H. America Inc. 378,074 

横河マニュファクチャリング㈱ 236,486 

その他 837,238 

合計 3,497,786 

前期繰越高 
（千円） 

当期発生高 
（千円） 

当期回収高 
（千円） 

次期繰越高 
（千円） 

回収率（％） 滞留期間（日） 

(A) (B) (C) (D) 
(C) 

───── 
(A) ＋ (B) 

×100 

(A) ＋ (D) 
───── 

2 
────── 

(B) 
───── 
365 

2,418,860 4,902,454 3,823,527 3,497,786 52.2 220.2 

品目 金額（千円） 

膜圧測定装置 197,570 

非接触ウェーハ表面形状測定装置 394 

その他 16,063 

合計 214,029 

品目 金額（千円） 

ウェーハ検査装置 437,033 

ウェーハ測定装置 100,815 

合計 537,848 

品目 金額（千円） 

ウェーハ検査装置 850,361 

ウェーハ測定装置 579,136 

その他 8,841 

合計 1,438,338 



⑦ 貯蔵品 

⑧ 支払手形 

(イ）相手先別内訳 

(ロ）期日別内訳 

⑨ 買掛金 

品目 金額（千円） 

広告宣伝用貯蔵品 2,238 

贈答用貯蔵品 499 

事務用貯蔵品 115 

合計 2,852 

相手先 金額（千円） 

KLA-Tencor社 236,100 

㈱アムド 217,403 

レイリサーチ㈱ 125,107 

ローツェ㈱ 106,259 

㈱アイエステクノロジー 29,111 

その他 53,520 

合計 767,502 

期日別 金額（千円） 

平成18年６月 329,736 

７月 134,092 

８月 77,412 

９月 226,260 

合計 767,502 

相手先 金額（千円） 

ローツェ㈱ 94,679 

レイリサーチ㈱ 75,523 

㈱アイエステクノロジー 27,615 

㈱アムド 24,525 

KLA-Tencor社 15,940 

その他 36,758 

合計 275,042 



⑩ 短期借入金 

⑪ 長期借入金 

(3）【その他】 

 該当事項はありません。 

相手先 金額（千円） 

㈱三井住友銀行 548,000 

㈱三菱東京UFJ銀行 508,000 

㈱りそな銀行 250,000 

㈱東京都民銀行 150,000 

合計 1,456,000 

相手先 金額（千円） 

㈱東京三菱UFJ銀行 608,333 

㈱横浜銀行 373,516 

㈱三井住友銀行 358,106 

商工組合中央金庫 116,268 

㈱りそな銀行 69,716 

㈱みずほ銀行 66,666 

多摩中央信用金庫 65,600 

㈱百十四銀行 62,500 

㈱群馬銀行 57,600 

㈱山梨中央銀行 54,182 

㈱東京都民銀行 49,600 

１年内返済予定長期借入金 1,797,222 

合計 3,679,312 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

決算期 ５月31日 

定時株主総会 ８月中 

基準日 ５月31日 

株券の種類 100株券 1,000株券 

中間配当基準日 11月30日 

１単元の株式数 100株 

株式の名義書換え  

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱UFJ信託銀行株式会社 

取次所 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

単元未満株式の買取り  

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱UFJ信託銀行株式会社 

取次所 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載方法 電子公告 

株主に対する特典 該当事項はありません。 



第７【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

 当社は、親会社等はありません。 

２【その他の参考情報】 

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書の訂正報告書 

 平成17年８月25日関東財務局長に提出  

 事業年度（第16期）（自 平成15年６月１日 至 平成16年５月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書であ

ります。  

(2）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第17期）（自 平成16年６月１日 至 平成17年５月31日）平成17年８月26日関東財務局長に提出。

(3）有価証券届出書(一般募集による増資)及びその添付書類 

 平成17年９月５日関東財務局長に提出 

(4）有価証券届出書の訂正届出書 

 平成17年９月14日関東財務局長に提出 

 平成17年９月５日提出の有価証券届出書に係る訂正報告書であります。 

(5）臨時報告書 

 平成17年９月22日関東財務局長に提出 

 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号(主要株主の異動)の規定に基づく臨時報告書でありま

す。 

(6）有価証券届出書(ストック・オプション制度に伴う新株予約権の発行)及びその添付書類 

 平成17年11月22日関東財務局長に提出。 

(7）有価証券届出書の訂正届出書 

 平成17年11月24日関東財務局長に提出。 

 平成17年11月22日提出の有価証券届出書に係る訂正報告書であります。 

(8）有価証券届出書の訂正届出書 

 平成17年11月30日関東財務局長に提出 

 平成17年11月22日提出の有価証券届出書に係る訂正報告書であります。 

(9）半期報告書 

 （第18期中）（自 平成17年６月１日 至 平成17年11月30日）平成18年２月23日関東財務局長に提出。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の監査報告書 

   平成17年８月25日

株式会社レイテックス    

 取締役会 御中  

 創研合同監査法人  

 
代表社員
業務執行社員 

 公認会計士 佐 野 芳 孝  印

 
代表社員
業務執行社員 

 公認会計士 前 田 裕 次  印

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社レイテックスの平成16年６月１日から平成17年５月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。こ

の連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし

ての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社レイテックス及び連結子会社の平成17年５月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付する

形で別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

   平成18年８月24日

株式会社レイテックス    

 取締役会 御中  

 創研合同監査法人  

 
代表社員
業務執行社員 

 公認会計士 佐 野 芳 孝  印

 
代表社員
業務執行社員 

 公認会計士 前 田 裕 次  印

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社レイテックスの平成17年６月１日から平成18年５月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行

った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表

明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし

ての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社レイテックス及び連結子会社の平成18年５月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付する

形で別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

   平成17年８月25日

株式会社レイテックス    

 取締役会 御中  

 創研合同監査法人  

 
代表社員
業務執行社員 

 公認会計士 佐 野 芳 孝  印

 
代表社員
業務執行社員 

 公認会計士 前 田 裕 次  印

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社レイテックスの平成16年６月１日から平成17年５月31日までの第17期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人

の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

レイテックスの平成17年５月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。 

 

追記情報 

 会計処理方法の変更に記載されているとおり、会社は当事業年度より国内の売上高については、計上基準を出荷基準か

ら据付完了をもって売上高を認識する引渡基準に変更した。 

 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会 

   社）が財務諸表に添付する形で別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

   平成18年８月24日

株式会社レイテックス    

 取締役会 御中  

 創研合同監査法人  

 
代表社員
業務執行社員 

 公認会計士 佐 野 芳 孝  印

 
代表社員
業務執行社員 

 公認会計士 前 田 裕 次  印

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社レイテックスの平成17年６月１日から平成18年５月31日までの第18期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監

査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

レイテックスの平成18年５月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会 

   社）が財務諸表に添付する形で別途保管しております。 
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