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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】

回次
第21期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第20期

会計期間

自平成20年
６月１日
至平成20年
８月31日

自平成19年
６月１日
至平成20年
５月31日

売上高（千円） 269,845 6,011,729

経常損失（△）（千円） △556,621 △585,874

四半期（当期）純損失（△）

（千円）
△359,528 △444,003

純資産額（千円） 2,531,787 2,883,594

総資産額（千円） 9,174,741 10,036,436

１株当たり純資産額（円） 417.12 475.08

１株当たり四半期（当期）純損失

金額（△）（円）
△59.23 △73.15

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ －

自己資本比率（％） 27.6 28.7

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△765,914 196,593

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△11,192 127,920

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
342,697 △902,518

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
1,304,163 1,734,809

従業員数（人） 131 143

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移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株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半

期（当期）純損失であるため、記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

３【関係会社の状況】

　当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年８月31日現在

従業員数（人） 131  

　（注）従業員数は就業人員数を表示しております。

(2）提出会社の状況

　 平成20年８月31日現在

従業員数（人） 112  

　（注）従業員数は就業人員数を表示しております。
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第２【事業の状況】

１【受注及び販売の状況】

(1）受注状況

　当第１四半期連結会計期間の受注状況を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目別

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年８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 87,801 － 385,518 －

ウェーハ測定装置 100,728 － 498,984 －

その他装置 71,683 － 63,250 －

商品 90,785 － 55,648 －

合計 350,999 － 1,003,401 －

　（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）販売実績

　当第１四半期連結会計期間の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目別
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年８月31日）

前年同期比（％）

　　ウェーハ検査装置（千円） 97,830 －

　　ウェーハ測定装置（千円） 125,398 －

　　その他装置（千円） 8,433 －

　　商品（千円） 38,183 －

合計（千円） 269,845 －

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．当第１四半期連結会計期間の主要な販売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。

相手先

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年８月31日）

金額（千円） 割合（％）

三益半導体工業㈱ 125,511 46.5

SUMCO TECHXIV㈱ 67,511 25.0

３．金額には、消費税等は含まれておりません。
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２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【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、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。

(1）業績の状況

　当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融市場

の混乱に加え、原油・原材料価格の高騰の影響により景気の先行き不透明感が増加してまいりました。

　こうした環境のもと、当社グループの参画しております半導体業界も、半導体デバイスについて価格が急落するとと

もに、需要の伸びが減退したことにより、設備投資が低調に推移し、厳しい環境が続きました。

　そのような状況下で、当社グループは当初の予定通り当第１四半期連結会計期間の売上は低調に推移した中、第２四

半期連結会計期間から出荷を予定している新製品の開発を中心に、高度化するウェーハ検査・測定への需要への対応

を行ってまいりました。

　以上の結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高269,845千円、経常損失556,621千円、四半期純損失359,528千

円となりました。

　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向けにエッジ検査装置を販売するとともに、出荷済み製品

に対するサービスを中心に行ってまいりました。この結果、売上高は97,830千円となりました。

　ウェーハ測定装置におきましても、出荷済み製品に対するサービスを中心に行ってまいりました。この結果、売上高

は125,398千円となりました。

　その他装置におきましても、出荷済み製品に対するサービスを中心に行ってまいりました。この結果、売上高は8,433

千円となりました。

　商品におきましても、出荷済み商品に対するサービスを中心に行ってまいりました。この結果、売上高は38,183千円と

なりました。 

(2）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、期首残高に比べ430,645千円減

少し、1,304,163千円となりました。また、当第１四半期連結会計期間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、765,914千円となりました。これは、売上債権が862,503千円減少したものの、税金等

調整前四半期純損失を556,621千円計上し、仕入債務が831,307千円減少し、たな卸資産が304,089千円増加したことによ

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11,192千円となりました。これは、定期預金の預入による支出が4,601千円あったこと

及び有形固定資産の取得による支出が4,041千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）

　財務活動の結果獲得した資金は、342,697千円となりました。これは、主として長期借入金の返済による支出185,191千

円があった一方、長期借入金の借入れによる収入が600,000千円あったことによるものであります。

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結会計期間において、当グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4）研究開発活動

　当第１四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、46,319千円であります。

　なお、当第１四半期連結会計期間において、当グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変

更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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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】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 10,000,000

計 10,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年８月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年10月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 6,069,850 6,069,850
東京証券取引所

（マザーズ市場）
（注）

計 6,069,850 6,069,850 － －

　（注）１．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．「提出日現在発行数」欄には、平成20年10月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使によ

り発行された株式数は含まれておりません。

（２）【新株予約権等の状況】

　旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①　平成16年８月26日定時株主総会決議

 
第１四半期会計期間末現在

（平成20年８月31日）

新株予約権の数（個） 370

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 37,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 2,804

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

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

2,804
1,402

新株予約権の行使の条件

　各新株予約権の一部行使はできないこととする。

　権利行使時において、取締役または従業員のいずれかの地

位を保有していること、あるいは、顧問契約を締結している

場合に限り新株予約権を行使することができる。

　本新株予約権の行使に係る行使価額の年間(１月１日から
12月31日まで)の合計額が1,200万円を超過することになる
行使はできないものとする。

　その他の権利行使の条件は、取締役会において決定する。

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。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

(注)１．各新株予約権の目的たる株式の数  

　新株予約権を発行する日（以下、「発行日」という。）後、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、付与株式数を次の算式により調整し（１株未満の端数は切捨て）、新株予約権の目的たる株式の

総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消去されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。  

　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率
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　また、発行日後、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得な

い事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整

し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消去されていない新株予約権

の総数を乗じた数とする。

　　２．各新株予約権の行使に際して払込をなすべき額  

　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。　

　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。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

　　　　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。 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
既発行株式数　＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数

　　　　　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。

②　平成17年８月25日定時株主総会決議

 
第１四半期会計期間末現在
（平成20年８月31日）

新株予約権の数（個） 670

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 67,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,672

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

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

1,672

836

新株予約権の行使の条件

　各新株予約権の一部行使はできないこととする。

　権利行使時において、取締役または従業員のいずれかの地

位を保有していること、あるいは、顧問契約を締結している

場合に限り新株予約権を行使することができる。

　本新株予約権の行使に係る行使価額の年間(１月１日から

12月31日まで)の合計額が1,200万円を超過することになる

行使はできないものとする。

　その他の権利行使の条件は、取締役会において決定する。

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。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －
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(注)１．各新株予約権の目的たる株式の数  

　新株予約権を発行する日（以下、「発行日」という。）後、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、付与株式数を次の算式により調整し（１株未満の端数は切捨て）、新株予約権の目的たる株式の

総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消去されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。  

　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

　また、発行日後、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得な

い事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整

し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消去されていない新株予約権

の総数を乗じた数とする。
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　　２．各新株予約権の行使に際して払込をなすべき額  

　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。　

　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。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

　　　　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。 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
既発行株式数　＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数

　　　　　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。

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

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20年６月１日～

平成20年８月31日
－ 6,069,850 － 1,072,200 － 2,100,221

（５）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。
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（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成20年５月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】

　 平成20年８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   6,069,100 60,691 －

単元未満株式 普通株式         650 － －

発行済株式総数 6,069,850 － －

総株主の議決権 － 60,691 －

②【自己株式等】

　 平成20年８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
東京都多摩市落合

１-33-３
100　 －　 100　 0.00　

計 － 100　 －　 100　 0.00　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
６月

７月 ８月

最高（円） 335 304 300

最低（円） 279 260 212

　（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。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）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、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成20年６月１日から平

成20年８月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、創研合同監査法人による四半期レビューを受けておりま

す。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年８月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,419,612 1,845,656

受取手形及び売掛金 2,427,000 3,289,339

商品 25,010 19,354

製品 － 23,396

原材料 615,009 591,752

仕掛品 2,004,745 1,703,681

貯蔵品 1,645 1,645

繰延税金資産 357,119 166,949

その他 226,239 203,166

流動資産合計 7,076,381 7,844,941

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 683,674 696,262

その他（純額） 397,291 436,269

有形固定資産合計 ※1
 1,080,966

※1
 1,132,532

無形固定資産

のれん 544,751 583,662

その他 217,561 224,192

無形固定資産合計 762,313 807,855

投資その他の資産

繰延税金資産 60,795 52,613

その他 194,285 198,493

投資その他の資産合計 255,080 251,107

固定資産合計 2,098,360 2,191,494

資産合計 9,174,741 10,036,436
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年８月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年５月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,008,879 1,849,184

短期借入金 500,000 540,000

1年内返済予定の長期借入金 1,853,410 1,921,499

1年内償還予定の社債 72,000 64,000

未払法人税等 5,260 11,902

製品保証引当金 9,013 10,403

その他 232,840 237,200

流動負債合計 3,681,404 4,634,189

固定負債

長期借入金 2,741,550 2,258,652

社債 220,000 260,000

固定負債合計 2,961,550 2,518,652

負債合計 6,642,954 7,152,841

純資産の部

株主資本

資本金 1,072,200 1,072,200

資本剰余金 2,100,221 2,100,221

利益剰余金 △630,899 △271,370

自己株式 △302 △302

株主資本合計 2,541,219 2,900,748

評価・換算差額等

為替換算調整勘定 △9,431 △17,153

純資産合計 2,531,787 2,883,594

負債純資産合計 9,174,741 10,036,436
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年６月１日
　至　平成20年８月31日)

売上高 269,845

売上原価 277,678

売上総損失（△） △7,832

販売費及び一般管理費 ※1
 529,099

営業損失（△） △536,931

営業外収益

受取利息 1,475

受取配当金 4

為替差益 6,819

受取賃貸料 2,802

雑収入 231

営業外収益合計 11,332

営業外費用

支払利息 17,171

支払手数料 13,193

雑損失 656

営業外費用合計 31,021

経常損失（△） △556,621

税金等調整前四半期純損失（△） △556,621

法人税、住民税及び事業税 1,258

法人税等調整額 △198,350

法人税等合計 △197,092

四半期純損失（△） △359,528
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年６月１日
　至　平成20年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △556,621

減価償却費 75,656

のれん償却額 38,910

製品保証引当金の増減額（△は減少） △1,390

受取利息及び受取配当金 △1,479

支払利息 17,171

為替差損益（△は益） △1,251

売上債権の増減額（△は増加） 862,503

たな卸資産の増減額（△は増加） △304,089

仕入債務の増減額（△は減少） △831,307

その他の流動資産の増減額（△は増加） △19,800

その他の負債の増減額（△は減少） △35,150

長期前払費用の増減額（△は増加） 6,990

小計 △749,856

利息及び配当金の受取額 2,222

利息の支払額 △15,796

法人税等の支払額 △2,483

営業活動によるキャッシュ・フロー △765,914

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 △4,601

有形固定資産の取得による支出 △4,041

その他 △2,548

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,192

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 △40,000

長期借入れによる収入 600,000

長期借入金の返済による支出 △185,191

社債の償還による支出 △32,000

配当金の支払額 △111

財務活動によるキャッシュ・フロー 342,697

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,762

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △430,645

現金及び現金同等物の期首残高 1,734,809

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 1,304,163
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年８月31日）

会計処理基準に関する事項の

変更

①たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業

会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基

準第９号）を当第１四半期連結会計期間から適

用し、評価基準は、製品、商品、仕掛品について

は、個別法による原価法から個別法による原価

法（収益性の低下による簿価切下げの方法）、

原材料については、主に月次総平均法による原

価法から主に月次総平均法による原価法（収益

性の低下による簿価切下げの方法）により算定

しております。

　なお、この変更による損益への影響はありませ

ん。

②「連結財務諸表作成における在外子会社の会

計処理に関する当面の取扱い」の適用

　当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸

表作成における在外子会社の会計処理に関する

当面の取扱い」（実務対応報告第18号　平成18

年５月17日）を適用しております。

　なお、この変更による損益への影響はありませ

ん。 　

③　売上計上基準の変更

　当社はユーザーへの直接販売については従来、

装置の据付完了をもって、売上高を認識する引

渡基準を採用しておりましたが、当第１四半期

連結会計期間より、装置の検収をもって売上高

を認識する検収基準に変更しました。

　この変更は、売上計上基準をより確実性のある

検収基準に変更することにより、製品の出荷か

ら検収までの管理をより適切かつ厳格に行うた

めのものであります。

　なお、この変更による損益への影響はありませ

ん。  

④　費用計上区分の変更

　従来、当社において生産管理等に係る人件費及

び経費並びに開発に係る部門の経費は、販売費

及び一般管理費に計上しておりましたが、当第

１四半期連結会計期間より、製造原価に計上す

ることに変更しました。この変更は、社内の組織

変更により原価部門の見直しを行い、より一層

厳密な原価管理及び原価計算を行うことを目的

として変更したものであります。

　この変更により、従来と同一の方法によった場

合に比べ、売上総損失が47,213千円増加し、仕掛

品が58,608千円増加するとともに、営業損失、経

常損失、税金等調整前四半期純損失はそれぞれ

58,608千円減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響について

は、当該箇所に記載しております。
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【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年８月31日）

１．棚卸資産の評価方法 　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高は、

実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により

算定しています。

２．固定資産の減価償却費の

算定方法

　定率法を採用している資産については、連

結会計年度に係る減価償却費の額を期間按

分して算定する方法によっております。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　　該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年８月31日）

前連結会計年度末
（平成20年５月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　 499,406千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　 445,050千円

（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年８月31日）

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給与手当 146,526千円

研究開発費 46,319千円

減価償却費 46,052千円

のれん償却額 38,910千円

旅費 38,334千円

　２　当社グループの売上は、通常の営業の形態として、主に

３月決算の顧客が新年度初めに予算を執行する場合

が多いため、連結会計年度の第４四半期に売上が著

しく高くなり、業績に季節的変動があります。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年８月31日）

　

※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年８月31日現在）

現金及び預金 1,419,612千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △115,448

現金及び現金同等物 1,304,163千円

　

（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成20年８月31日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成20年６月１日　至　

平成20年８月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式  6,069,850株 

２．自己株式の種類及び総数

　普通株式        165株

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

４．配当に関する事項

　該当事項はありません。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自平成20年６月１日　至平成20年８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】

当第１四半期連結累計期間（自平成20年６月１日　至平成20年８月31日）

　
日本

（百万円）
米国

（百万円）
計

（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 264,892 4,952 269,845 － 269,845

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
19,028 30,252 49,281 △49,281 －

計 283,921 35,205 319,127 △49,281 269,845

営業損失（△） △462,772 △33,336 △496,109 △40,822 △536,931

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．会計処理の方法の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」①に記載のとおり、当第１四半期連

結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適用し

ております。なお、この変更による営業損失への影響はありません。　

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い）

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」②に記載のとおり、当第１四半期連

結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報

告第18号　平成18年５月17日）を適用しております。なお、この変更による営業損失への影響はありません。

（売上計上基準の変更）

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」③に記載のとおり、当第１四半期連

結会計期間より売上計上基準を引渡基準から検収基準に変更しました。なお、この変更による営業損失への

影響はありません。  

（費用計上区分の変更）

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」④に記載のとおり、当第１四半期連

結会計期間より費用計上区分を変更しました。この変更により、従来と同一の方法によった場合に比べ、日本

の営業損失が58,608千円減少しております。

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間（自平成20年６月１日　至平成20年８月31日）

　海外売上高は、連結売上高の10%未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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（有価証券関係）

　当第１四半期連結会計期間末（平成20年８月31日）

　　該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

　当第１四半期連結会計期間末（平成20年８月31日）

　　該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年６月１日　至　平成20年８月31日）

　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年８月31日）

前連結会計年度末
（平成20年５月31日）

１株当たり純資産額 417.12円 １株当たり純資産額 475.08円

２．１株当たり四半期純損失金額等

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年８月31日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △59.23円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失で

あるため記載しておりません。

（注）１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年８月31日）

四半期純損失（△）（千円） △359,528

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る四半期純損失（△）（千円） △359,528

期中平均株式数（株） 6,069,685

（重要な後発事象）

　　　　当第１四半期連結累計期間（自　平成20年６月１日　至　平成20年８月31日）

　　　　　該当事項はありません。

（リース取引関係）

　当第１四半期連結累計期間（自　平成20年６月１日　至　平成20年８月31日）

　　該当事項はありません。

２【その他】

　該当事項はありません。
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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。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年10月14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 前　田　裕　次　　印

 業務執行社員  公認会計士 北　倉　隆　一　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「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20年６月１日から平成21年５月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年６月１日から平成

20年８月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結

キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期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四半期連結財務諸表に対する結論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四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、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実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社レイテックス及び連結子会社の平成20年８月31日現在の財政状

態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していな

いと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

追記情報

１．四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されているとおり、会社は当第１四半期連

結累計期間より、ユーザーへの直接販売についての売上計上基準を装置の据付完了をもって売上高を認識する引渡基

準から装置の検収をもって売上高を認識する検収基準に変更した。

２．四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されているとおり、会社は当第１四半期連

結累計期間より、生産管理等に係る人件費及び経費並びに開発に係る部門の経費を販売費及び一般管理費に計上して

いたが、製造原価に計上することに変更した。　

　

　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）１．上記は、四半期レビュー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（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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