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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２四半期連結
累計期間

第21期
第２四半期連結
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
11月30日

自平成20年
９月１日
至平成20年
11月30日

自平成19年
６月１日
至平成20年
５月31日

売上高（千円） 1,332,3191,062,4746,011,729

経常損失（△）（千円） △822,863△266,242△585,874

四半期（当期）純損失（△）

（千円）
△645,255△285,727△444,003

純資産額（千円） － 2,216,6842,883,594

総資産額（千円） － 9,038,20910,036,436

１株当たり純資産額（円） － 365.21 475.08

１株当たり四半期（当期）純損失金額（△）（円） △106.31 △47.08 △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（％） － 24.5 28.7

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△786,935 － 196,593

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△239,203 － 127,920

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
431,400 － △902,518

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千円） － 1,121,2481,734,809

従業員数（人） － 152 143

（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２四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２四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11月30日現在

従業員数（人） 152     

　（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11月30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。
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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２四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２四半期連結会計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成20年11月30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 408,573 － 173,835 －

ウェーハ測定装置 148,844 － 6,967 －

その他装置 8,179 － 15,392 －

商品 38,366 － 46,897 －

合計 603,963 － 243,091 －

　（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２四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２四半期連結会計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成20年11月30日）

前年同期比（％）

ウェーハ検査装置（千円） 620,256 －

ウェーハ測定装置（千円） 339,061 －

その他装置（千円） 56,037 －

商品（千円） 47,118 －

合計（千円） 1,062,474 －

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．当第２四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２四半期連結会計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成20年11月30日）

金額（千円） 割合（％）

丸紅テクノシステム㈱ 834,566 78.5

㈱SUMCO 193,755 18.2

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２四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２四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、米国のサブプライムローン問題をきっかけとした金融市場

の混乱、原油・資材価格の変動や円高の影響により、景気の減速傾向が急速に強まってまいりました。

　このような状況のもとで、当社グループは、主要顧客である国内ウェーハメーカーの生産合理化用の装置を開発、

販売するとともに、デバイスメーカー市場開拓のため新たな戦略として、表面検査装置メーカーとのコラボレー

ションや新規ビジネスである太陽電池市場への参入も表明しました。

　以上の結果、当第２四半期連結会計期間の業績は、売上高は1,062,474千円、経常損失△266,242千円、四半期純損失

△285,727千円となりました。

　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、ウェーハメーカーの生産合理化用の新製品の出荷を開始しました。この結果、

売上高は620,256千円となりました。

　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営業に注力し、インライン対応のナ

ノトポグラフィー測定装置の販売を開始しました。この結果、売上高は339,061千円となりました。

　その他装置におきましては、子会社㈱ナノシステムソリューションズの製品を販売しました。この結果、売上高は

56,037千円となりました。

　商品におきましては、輸入商品をデバイスメーカー及びウェーハメーカー向けに出荷しました。この結果、売上高

は47,118千円となりました。

　利益につきましては、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

タート時期にあたる当社の第４四半期連結会計期間に売上高が集中する傾向にあるため、過去の当社グループの業

績同様に当第２四半期連結累計期間も赤字となりました。

 

(2）キャッシュ・フローの状況

　当第２四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、182,915千円減少し

1,121,248千円となりました。また、当第２四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、21,021千円となりました。これは主に、売上債権が453,279千円減少した一方で、

税金等調整前四半期純損失△433,567千円を計上及びたな卸資産が395,306千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、228,011千円となりました。これは、主に投資有価証券の取得による支出が

243,385千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、88,703千円となりました。これは、主に長期借入金の返済による支出が810,851千

円あった一方で長期借入れによる収入900,000千円が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２四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２四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、71,409千円であります。

　なお、当第２四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２四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２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であっ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２四半期会計期間末現在
発行数（株）
（平成20年11月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年１月13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）１.

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21年１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
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第２四半期会計期間末現在
（平成20年11月30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

 

　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。 

    
既発行株式数　＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
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

EDINET提出書類

株式会社レイテックス(E02347)

四半期報告書

 8/26



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。
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②　平成17年８月25日定時株主総会決議

 
第２四半期会計期間末現在
（平成20年11月30日）

新株予約権の数（個） 660

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） 66,000

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 －

(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。 

    
既発行株式数　＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
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９月１日～

平成20年11月30日
－ 6,069,850 － 1,072,200 － 2,100,221
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（５）【大株主の状況】

 平成20年11月30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 1,392,700 22.94

三菱UFJ証券株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目4-1 254,000 4.18

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
246,000 4.05

芳賀　一実 東京都杉並区 205,000 3.37

小徳　宏之 兵庫県宝塚市 150,000 2.47

西村　建二良 千葉県美浜区 145,300 2.39

ローツェ株式会社 広島県福山市神辺町道上1588番地の2 125,000 2.05

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町1丁目1-2 100,000 1.64

三菱UFJキャピタル株式会社 東京都中央区京橋2丁目14-1 58,800 0.96

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋1丁目9-1 57,200 0.94

計 － 2,734,000 45.04
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成20年11月30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　　200 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　6,068,900 60,689 －

単元未満株式 普通株式　　750 － －

発行済株式総数 6,069,850 － －

総株主の議決権 － 60,689 －

 

②【自己株式等】

 平成20年11月30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
200 － 200 0.00

計 － 200 － 200 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 ９月 10月 11月

最高（円） 335 304 300 244 156 134

最低（円） 279 260 212 156 51 58

　（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２四半期連結会計期間（平成20年９月１日から平

成20年11月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成20年６月１日から平成20年11月30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２四半期連結会計期間末
(平成20年11月30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 1,241,261 1,845,656

受取手形及び売掛金 1,973,243 3,289,339

商品 16,443 19,354

製品 － 23,396

原材料 609,802 591,752

仕掛品 1,969,593 1,703,681

貯蔵品 1,764 1,645

繰延税金資産 497,462 166,949

その他 286,789 203,166

貸倒引当金 △8,900 －

流動資産合計 6,587,462 7,844,941

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 662,610 696,262

その他（純額） 618,194 436,269

有形固定資産合計 ※1
 1,280,805

※1
 1,132,532

無形固定資産

のれん 505,840 583,662

その他 225,258 224,192

無形固定資産合計 731,098 807,855

投資その他の資産

繰延税金資産 69,270 52,613

その他 369,572 198,493

投資その他の資産合計 438,842 251,107

固定資産合計 2,450,747 2,191,494

資産合計 9,038,209 10,036,436
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年11月30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 1,174,493 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 1,614,148 1,921,499

1年内償還予定の社債 72,000 64,000

未払法人税等 8,462 11,902

製品保証引当金 8,237 10,403

その他 154,224 237,200

流動負債合計 3,531,565 4,634,189

固定負債

長期借入金 3,069,960 2,258,652

社債 220,000 260,000

固定負債合計 3,289,960 2,518,652

負債合計 6,821,525 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 △916,626 △271,370

自己株式 △310 △302

株主資本合計 2,255,484 2,900,748

評価・換算差額等

為替換算調整勘定 △38,800 △17,153

評価・換算差額等合計 △38,800 △17,153

純資産合計 2,216,684 2,883,594

負債純資産合計 9,038,209 10,036,436
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年６月１日
　至　平成20年11月30日)

売上高 1,332,319

売上原価 1,088,642

売上総利益 243,677

販売費及び一般管理費 ※1
 970,667

営業損失（△） △726,990

営業外収益

受取利息 2,454

受取配当金 4

受取賃貸料 3,736

保険返戻金 5,325

雑収入 1,072

営業外収益合計 12,592

営業外費用

支払利息 62,892

為替差損 19,420

支払手数料 24,843

雑損失 1,308

営業外費用合計 108,465

経常損失（△） △822,863

特別利益

固定資産売却益 648

特別利益合計 648

特別損失

たな卸資産評価損 163,377

その他 4,596

特別損失合計 167,973

税金等調整前四半期純損失（△） △990,188

法人税、住民税及び事業税 2,236

法人税等調整額 △347,169

法人税等合計 △344,932

四半期純損失（△） △645,255
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年９月１日
　至　平成20年11月30日)

売上高 1,062,474

売上原価 810,964

売上総利益 251,509

販売費及び一般管理費 ※1
 441,568

営業損失（△） △190,058

営業外収益

受取利息 978

受取賃貸料 934

保険返戻金 5,325

雑収入 841

営業外収益合計 8,079

営業外費用

支払利息 45,720

為替差損 26,240

支払手数料 11,650

雑損失 652

営業外費用合計 84,263

経常損失（△） △266,242

特別利益

固定資産売却益 648

特別利益合計 648

特別損失

たな卸資産評価損 163,377

その他 4,596

特別損失合計 167,973

税金等調整前四半期純損失（△） △433,567

法人税、住民税及び事業税 977

法人税等調整額 △148,818

法人税等合計 △147,840

四半期純損失（△） △285,727
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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２四半期連結累計期間
(自　平成20年６月１日
　至　平成20年11月30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（△） △990,188

減価償却費 154,068

のれん償却額 77,821

たな卸資産評価損 163,377

固定資産売却損益（△は益） △551

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,900

製品保証引当金の増減額（△は減少） △2,166

受取利息及び受取配当金 △2,458

支払利息 62,892

為替差損益（△は益） 10,633

売上債権の増減額（△は増加） 1,315,783

たな卸資産の増減額（△は増加） △699,396

仕入債務の増減額（△は減少） △655,840

その他の流動資産の増減額（△は増加） △84,750

その他の負債の増減額（△は減少） △107,601

長期前払費用の増減額（△は増加） 19,336

小計 △730,141

利息及び配当金の受取額 3,952

利息の支払額 △58,438

法人税等の支払額 △2,307

営業活動によるキャッシュ・フロー △786,935

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 △9,166

有価証券の売却による収入 4,792

有形固定資産の取得による支出 △4,795

投資有価証券の取得による支出 △243,385

無形固定資産の取得による支出 △39,068

その他 52,420

投資活動によるキャッシュ・フロー △239,203

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △40,000

長期借入れによる収入 1,500,000

長期借入金の返済による支出 △996,042

社債の償還による支出 △32,000

自己株式の取得による支出 △7

配当金の支払額 △548

財務活動によるキャッシュ・フロー 431,400

現金及び現金同等物に係る換算差額 △18,823

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △613,561

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 1,121,248
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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２四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年11月30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、この変更による当第２四半期連結累計期間の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

　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、この変更による当第２四半期連結累計期間の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、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、この変更による当第２四半期連結累計期間の損益への影響はありません。 
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当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年11月30日）

 

 

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、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、当第２四半期連結累計期間の

売上総利益が119,238千円減少し、仕掛品が131,504千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131,504千円減少しております。

 

【簡便な会計処理】

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年11月30日）

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２四半期連結会計期間末
（平成20年11月30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 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

 544,099千円  445,050千円

 

（四半期連結損益計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年11月30日）

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給与手当 254,373千円

研究開発費 117,729千円

のれん償却額 77,821千円

減価償却費 74,501千円

旅費 62,440千円

　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。

 

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成20年11月30日）

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給与手当 107,847千円

研究開発費 71,409千円

のれん償却額 38,910千円

減価償却費 28,448千円

旅費 24,106千円

　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２四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年11月30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11月30日現在）

現金及び預金 1,241,261千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △120,013

現金及び現金同等物 1,121,248千円
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（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成20年11月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成20年６月１日　至　

平成20年11月30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株式数

　普通株式        291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。

 

 

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自平成20年９月１日　至平成20年11月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自平

成20年６月１日　至平成20年11月30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２四半期連結会計期間（自平成20年９月１日　至平成20年11月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自平

成20年６月１日　至平成20年11月30日）

　本邦の売上高は、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】

当第２四半期連結会計期間（自平成20年９月１日　至平成20年11月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自平

成20年６月１日　至平成20年11月30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。

 

（有価証券関係）

　当第２四半期連結会計期間末（平成20年11月30日）

　　該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引関係）

　当第２四半期連結会計期間末（平成20年11月30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２四半期連結会計期間（自　平成20年９月１日　至　平成20年11月30日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成20年11月30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 365.21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２四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年11月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成20年11月30日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △106.31円 １株当たり四半期純損失金額（△） △47.08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。

　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２四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年11月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成20年11月30日）

四半期純損失（△）（千円） △645,255 △285,727

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） △645,255 △285,727

期中平均株式数（株） 6,069,653 6,069,629

 

（重要な後発事象）

　　　　当第２四半期連結会計期間（自　平成20年９月１日　至　平成20年11月30日）

　　　　　該当事項はありません。

 

（リース取引関係）

　当第２四半期連結累計期間（自　平成20年６月１日　至　平成20年11月30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21年１月13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２四半期連結会計期間（平成20年９月１日から平成

20年11月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年６月１日から平成20年11月30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11月30日現在の財政状

態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期

間のキャッシュ・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、会社は第１四半期連結会

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、会社は第１四半期連結会

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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