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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３四半期連結
累計期間

第21期
第３四半期連結
会計期間

第20期

会計期間

自平成20年
６月１日
至平成21年
２月28日

自平成20年
12月１日
至平成21年
２月28日

自平成19年
６月１日
至平成20年
５月31日

売上高（千円） 1,517,313184,9946,011,729

経常損失（△）（千円） △1,286,707△463,843△585,874

四半期（当期）純損失（△）

（千円）
△1,452,113△806,857△444,003

純資産額（千円） － 1,405,6512,883,594

総資産額（千円） － 7,915,58210,036,436

１株当たり純資産額（円） － 231.59 475.08

１株当たり四半期（当期）純損失金額（△）（円） △239.24 △132.94 △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（％） － 17.8 28.7

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△725,427 － 196,593

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△243,698 － 127,920

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
264,903 － △902,518

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千円） － 1,045,4151,734,809

従業員数（人） － 139 143

（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３四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３四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21年２月28日現在

従業員数（人） 139     

　（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21年２月28日現在

従業員数（人） 123     

　（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３四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３四半期連結会計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21年２月28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 88,383 － 167,933 －

ウェーハ測定装置 15,669 － 2,490 －

その他装置 43,902 － 10,003 －

商品 13,894 － 39,520 －

合計 161,849 － 219,946 －

　（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３四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３四半期連結会計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21年２月28日）

前年同期比（％）

ウェーハ検査装置（千円） 94,285 －

ウェーハ測定装置（千円） 20,146 －

その他装置（千円） 49,291 －

商品（千円） 21,271 －

合計（千円） 184,994 －

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．当第３四半期連結会計期間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。

相手先

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21年２月28日）

金額（千円） 割合（％）

三益半導体工業㈱ 64,443 34.8

丸紅テクノシステム㈱ 　39,900 21.6

３．金額には、消費税等は含まれておりません。

 

EDINET提出書類

株式会社レイテックス(E02347)

四半期報告書

 4/28



２【経営上の重要な契約等】

　当第３四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３四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に端を発した金融危機の影響

により、様々な産業で深刻な不況に陥り、景気の先行き不透明感がよりいっそう増大してまいりました。

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、実態経済の急変や半導体デバイス価格低迷の

影響等により、主要なウェーハメーカー及びデバイスメーカーは、設備投資の凍結や先送りを実施しました。

　そのような状況下で、当社グループは、ウェーハメーカー向けの既存主力製品であるウェーハ検査装置及び測定装置

の受注が先送りとなる中、新製品開発への戦略的投資を積極的に行いました。

　以上の結果、当第３四半期連結会計期間の業績は、売上高184,994千円、経常損失△463,843千円、繰延税金資産を

341,737千円取り崩したことにより、四半期純損失△806,857千円となりました。

　営業品目別の概況は次のとおりです。

　ウェーハ検査装置におきましては、新たに生産合理化用の新製品（スリップライン自動欠陥検査装置、新エッジ・裏

面複合検査装置）を開発し、主要ウェーハメーカーへの導入、サポートに注力してまいりました。また、出荷済み製品

に対するサービスを行ってまいりました。この結果、売上高は94,285千円となりました。

　ウェーハ測定装置におきましては、インライン対応のナノトポグラフィー測定装置を開発し、主要ウェーハメーカー

への導入、サポートに注力してまいりました。また、出荷済み製品に対するサービスを行ってまいりました。この結果、

売上高は20,146千円となりました。

　その他装置におきましては、子会社（株）ナノシステムソリューションズの製品（マスクレス露光装置）を販売し

ました。この結果、売上高は49,291千円となりました。なお、レーザードライ方式を用いたウェーハエッジクリーニン

グ（金属膜除去）装置事業に参入し、現在ユーザー２社（Ｔ社、Ｓ社）への納入に向け製品化を進めています。また、

“ポスト半導体デバイス戦略”としてスタートした太陽電池市場への参入においては、欧米や中国そして日本におい

て国のクリーンエネルギー政策として機運が高まっており、市場の拡大が期待される中、レーザースクライビング装

置の開発に着手し、現在米国ユーザー（Ｏ社）向け１号機の当連結会計年度中納入に向け製品化を進めています。　

　商品におきましては、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21,271千円

となりました。

  

(2）キャッシュ・フローの状況

　当第３四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、75,833千円減少し 

1,045,415千円となりました。また、当第３四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）

　営業活動の結果得られた資金は、61,507千円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失△463,911千円

を計上、たな卸資産が391,957千円増加した一方で、売上債権が934,591千円減少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、4,495千円となりました。これは、主に定期預金預入による支出が4,565千円あっ

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）

　財務活動の結果使用した資金は、166,497千円となりました。これは、主に長期借入金の返済による支出が134,435

千円あったことによるものであります。
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(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結会計期間において、新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題は次のとおりでありま

す。

「第５ 経理の状況 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」において記載しておりますとおり、当

社グループは、前連結会計年度において393,975千円の営業損失及び444,003千円の当期純損失を計上しており、当

第３四半期連結累計期間においても1,152,528千円の営業損失及び1,452,113千円の四半期純損失を計上し、当連結

会計年度においては大幅な営業損失及び当期純損失の計上が見込まれることとなりました。また、このような業績

の状況に伴い、シンジケートローン契約（平成21年2月28日現在の借入金残高3,666,666千円）の財務制限条項に抵

触する見込みが高く、将来、期限の利益喪失に係る請求を受ける可能性があります。

　なお、主に平成21年3月30 日及び31日に返済期限が到来したシンジケートローンを含む借入金1,888,973千円の履

行延滞を取引金融機関に要請し、返済期日の延長に応じていただきました。

　これらの状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が生じることになりました。

　当社グループは、係る疑義を解消するため、営業、開発及び生産等全社的な効率に向けて抜本的な見直しを行い、早

期に業績の改善を図るために事業改善計画を策定し推進するとともに、有利子負債の削減、財務体質の健全化を推

進します。

  

(4）研究開発活動

　当第３四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、37,692千円であります。

　なお、当第３四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３四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３四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３四半期会計期間末現在
発行数（株）
（平成21年２月28日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年４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）
単元株式数100株

計 6,069,850 6,069,850 － －

　（注）「提出日現在発行数」欄には、平成21年４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３四半期会計期間末現在
（平成21年２月28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
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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３四半期会計期間末現在
（平成21年２月28日）

新株予約権の数（個） 580

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） 58,000

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12月１日～

平成21年２月28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３四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】

①【発行済株式】

　当第３四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11月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。 

  平成21年２月28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21年２月28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 12月
平成21年
１月

２月

最高（円） 335 304 300 244 156 134 82 154 115

最低（円） 279 260 212 156 51 58 63 72 78

　（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提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

役名  職名  氏名  退任年月日

 　　取締役  　　管理本部長  　　井上　和英  　　平成21年３月９日
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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３四半期連結会計期間（平成20年12月１日から平

成21年２月28日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成20年６月１日から平成21年２月28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３四半期連結会計期間末
(平成21年２月28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 1,169,994 1,845,656

受取手形及び売掛金 1,005,267 3,289,339

商品 16,332 19,354

製品 － 23,396

原材料 609,999 591,752

仕掛品 2,353,398 1,703,681

貯蔵品 1,764 1,645

繰延税金資産 224,994 166,949

その他 284,903 203,166

貸倒引当金 △9,096 －

流動資産合計 5,657,558 7,844,941

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 649,525 696,262

その他（純額） 580,612 436,269

有形固定資産合計 ※1
 1,230,137

※1
 1,132,532

無形固定資産

のれん 466,929 583,662

その他 205,791 224,192

無形固定資産合計 672,721 807,855

投資その他の資産

繰延税金資産 － 52,613

その他 355,164 198,493

投資その他の資産合計 355,164 251,107

固定資産合計 2,258,023 2,191,494

資産合計 7,915,582 10,036,436
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年２月28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 1,053,648 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 1,546,853 1,921,499

1年内償還予定の社債 40,000 64,000

未払法人税等 7,568 11,902

製品保証引当金 6,980 10,403

その他 132,060 237,200

流動負債合計 3,287,110 4,634,189

固定負債

長期借入金 3,002,820 2,258,652

社債 220,000 260,000

固定負債合計 3,222,820 2,518,652

負債合計 6,509,930 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 △1,723,484 △271,370

自己株式 △310 △302

株主資本合計 1,448,627 2,900,748

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △7,565 －

為替換算調整勘定 △35,410 △17,153

評価・換算差額等合計 △42,975 △17,153

純資産合計 1,405,651 2,883,594

負債純資産合計 7,915,582 10,036,436
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年６月１日
　至　平成21年２月28日)

売上高 1,517,313

売上原価 1,298,788

売上総利益 218,525

販売費及び一般管理費 ※1
 1,371,053

営業損失（△） △1,152,528

営業外収益

受取利息 3,594

受取配当金 4

受取賃貸料 6,538

保険返戻金 5,325

雑収入 1,489

営業外収益合計 16,950

営業外費用

支払利息 89,417

為替差損 26,315

支払手数料 32,098

雑損失 3,298

営業外費用合計 151,129

経常損失（△） △1,286,707

特別利益

固定資産売却益 1,159

特別利益合計 1,159

特別損失

たな卸資産評価損 163,377

その他 5,176

特別損失合計 168,553

税金等調整前四半期純損失（△） △1,454,100

法人税、住民税及び事業税 3,444

法人税等調整額 △5,431

法人税等合計 △1,987

四半期純損失（△） △1,452,113
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年12月１日
　至　平成21年２月28日)

売上高 184,994

売上原価 210,145

売上総損失（△） △25,151

販売費及び一般管理費 ※1
 400,386

営業損失（△） △425,537

営業外収益

受取利息 1,139

受取賃貸料 2,802

雑収入 416

営業外収益合計 4,358

営業外費用

支払利息 26,525

為替差損 6,895

支払手数料 7,254

雑損失 1,989

営業外費用合計 42,664

経常損失（△） △463,843

特別利益

固定資産売却益 511

特別利益合計 511

特別損失

その他 579

特別損失合計 579

税金等調整前四半期純損失（△） △463,911

法人税、住民税及び事業税 1,207

法人税等調整額 341,737

法人税等合計 342,945

四半期純損失（△） △806,857
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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３四半期連結累計期間
(自　平成20年６月１日
　至　平成21年２月28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（△） △1,454,100

減価償却費 235,924

のれん償却額 116,732

たな卸資産評価損 163,377

固定資産除却損 372

固定資産売却損益（△は益） △1,055

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,096

製品保証引当金の増減額（△は減少） △3,423

受取利息及び受取配当金 △3,598

支払利息 89,417

為替差損益（△は益） 9,980

売上債権の増減額（△は増加） 2,250,374

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,091,354

仕入債務の増減額（△は減少） △775,953

その他の流動資産の増減額（△は増加） △85,176

その他の負債の増減額（△は減少） △141,185

長期前払費用の増減額（△は増加） 25,216

小計 △655,354

利息及び配当金の受取額 5,852

利息の支払額 △73,563

法人税等の支払額 △2,361

営業活動によるキャッシュ・フロー △725,427

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 △13,732

有形固定資産の取得による支出 △5,146

有形固定資産の売却による収入 5,299

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 △40,127

その他 53,394

投資活動によるキャッシュ・フロー △243,698

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 △1,130,477

社債の償還による支出 △64,000

自己株式の取得による支出 △7

配当金の支払額 △611

財務活動によるキャッシュ・フロー 264,903

現金及び現金同等物に係る換算差額 14,828

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △689,394

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
 1,045,415
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21年２月28日）

　　　　当社グループは、前連結会計年度において393,975千円の営業損失及び444,003千円の当期純損失を計上しており、当第３四

半期連結累計期間においても1,152,528千円の営業損失及び1,452,113千円の四半期純損失を計上し、当連結会計年度に

おいては大幅な営業損失及び当期純損失の計上が見込まれることとなりました。また、このような業績の状況に伴い、シ

ンジケートローン契約（平成21年2月28日現在の借入金残高3,666,666千円）の財務制限条項に抵触する見込みが高く、

将来、期限の利益喪失に係る請求を受ける可能性があります。なお、主に平成21年3月30 日及び31日に返済期限が到来し

たシンジケートローンを含む借入金1,888,973千円の履行延滞を取引金融機関に要請し、返済期日の延長に応じていただ

きました。

　これらの状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が生じることになりました。

　当社グループは、係る疑義を解消するため、営業、開発及び生産等全社的な効率に向けて抜本的な見直しを行い、早期に

業績の改善を図るために事業改善計画を策定し推進しておりますが、その概要は以下のとおりです。

１．基本方針

　当社グループは創業以来、独自のマーケティング力を生かし、常にお客様のニーズに合致した製品を提供してまいりま

した。今後もお客様に貢献できることを喜びとし、強い信頼関係を築きながら、相互に発展していくという理念を忘れる

ことなく、安定した売上と利益の確保を目指し、再建計画を進めてまいりたいと考えております。

２． 営業施策

（１） 半導体事業

　当社グループは、ウェーハエッジ・裏面検査装置のパイオニアとして自ら新たなマーケットを作ってまいりました、今

後もシリコンウェーハメーカー検査工程の合理化・信頼性の向上を目指してまいります。

① 既存装置（ウェーハ検査・測定装置）　　

　スループット及び検査水準の向上による、競争力の強化

② 新規装置（ウェーハエッジクリーニング装置等）

　シリコンウェーハメーカーの製造工程における未開拓分野に着目した、合理化用装置の展開

③ 保守・サービス

　既設機の付加価値向上のための提案、改造、点検の強化

（２） 太陽電池事業

　世界的にクリーンエネルギーへの機運が高まっており、その中でも特に太陽電池市場の拡大が見込まれております。当

社グループも太陽電池市場への参入に向けて、従前から準備を進めて、太陽電池用レーザースクライビング装置を新たな

事業の柱の一つとしての早期実現を目指します。具体的には、現在、営業代理店契約を締結しておりますDeep Photonics

Corporationとの連携を強化してまいります。同社の開発いたしました固体レーザーは、薄膜太陽電池パネルの生産工程

において、既存の他社製品では不可避であったデメリットを解決することができ、その優位性を遺憾なく発揮する装置を

開発・販売することで、他社との差別化を計ってまいります。

３．経営効率の改善

　来期以降に想定される受注・売上規模に対し経営のスリム化を目指します。経営資源の選択と集中により、管理、生産技

術など各部門の機能強化・経費削減を推進し、コスト構造の改善を進めてまいります。

（１） 原価の低減

　　設計の見直し、仕入先との交渉等による、材料費の低減

（２）組織・人員の合理化

　　①役員報酬の減額

　　②一時帰休など助成金制度を利用しながらのワークシェアリングの実施、等

（３）研究開発の効率化

　　開発案件のより短期的な回収可能性の高いものへのシフト

４．資金繰りの改善

　資金繰りにつきましては、取引金融機関へ上記の事業改善計画についての説明を行い、引続き支援を要請しており、現

在、財務制限条項の契約変更も含め、借入金の返済条件等の変更に向けて協議中であり、早期に合意が得られるものと考

えております。

　また、財務面におきましても、キャッシュ・フローを意識した業務改善により営業キャッシュ・フローを好転させ、有利

子負債の削減、財務体質の健全化を推進します。

　以上のような状況から当第３四半期連結会計期間及び当第３四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表は継続企業を

前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。 
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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３四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成21年２月28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３四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３四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３四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３四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成21年２月28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３四半期連結累計期間の

売上総利益が122,126千円減少し、仕掛品が229,640千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229,640千円減少しております。

 

【簡便な会計処理】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成21年２月28日）

１．たな卸資産の評価方法 　当第３四半期連結会計期間末の棚卸高は、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間

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３四半期連結会計期間末
（平成21年２月28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

 605,806千円  445,050千円

 

（四半期連結損益計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成21年２月28日）

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給与手当 357,529千円

研究開発費 155,421千円

のれん償却額 116,732千円

減価償却費 113,620千円

旅費 77,015千円

　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３四半期連結会計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21年２月28日）

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給与手当 103,155千円

研究開発費 37,692千円

のれん償却額 38,910千円

減価償却費 39,118千円

旅費 14,574千円

　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３四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成21年２月28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21年２月28日現在）

現金及び預金 1,169,994千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △124,579

現金及び現金同等物 1,045,415千円
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（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成21年２月28日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成20年６月１日　至　

平成21年２月28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３四半期連結会計期間（自平成20年12月１日　至平成21年２月28日）及び当第３四半期連結累計期間（自平

成20年６月１日　至平成21年２月28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３四半期連結会計期間（自平成20年12月１日　至平成21年２月28日）

 
日本
（千円）

アメリカ
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 179,944 5,050 184,994 － 184,994

(2）
セグメント間の内部売上高又は

振替高
43,464 56,480 99,944 (99,944) －

 計 223,408 61,530 284,938(99,944)184,994

 営業利益又は営業損失(△) △393,740 21,446△372,293(53,244)△425,537

　（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。

  

当第３四半期連結累計期間（自平成20年６月１日　至平成21年２月28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。
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【海外売上高】

当第３四半期連結会計期間（自平成20年12月１日　至平成21年２月28日）　

  欧州 アジア 北米 計

Ⅰ海外売上高（千円）　        12,969 5,590 2,617 21,176

Ⅱ連結売上高（千円） －　 － －　 184,994

Ⅲ連結売上高に占める海外売上高の割

合（％）　
7.0 3.0 1.4 11.4

　（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、ドイツ、フランス

(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。

 

当第３四半期連結累計期間（自平成20年６月１日　至平成21年２月28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３四半期連結会計期間末（平成21年２月28日）

　　該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引関係）

　当第３四半期連結会計期間末（平成21年２月28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３四半期連結会計期間（自　平成20年12月１日　至　平成21年２月28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３四半期連結会計期間末
（平成21年２月28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 231.59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３四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成21年２月28日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21年２月28日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △239.24円 １株当たり四半期純損失金額（△） △132.94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３四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成21年２月28日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21年２月28日）

四半期純損失（△）（千円） △1,452,113 △806,857

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） △1,452,113 △806,857

期中平均株式数（株） 6,069,625 6,069,559

 

（重要な後発事象）
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当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21年２月28日）

　　　　主に平成21年３月30日及び31日に返済期限が到来したシンジケートローンを含む借入金1,888,973千円の履行延滞が発生

しております。なお、現在、取引金融機関へ金融支援を要請しており、財務制限条項の契約変更も含め、借入金返済条件等

の変更に向けて協議中であり、早期に合意は得られるものと考えております。

 

 

（リース取引関係）

　当第３四半期連結累計期間（自　平成20年６月１日　至　平成21年２月28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。

 

EDINET提出書類

株式会社レイテックス(E02347)

四半期報告書

27/28



 独立監査人の四半期レビュー報告書 
 

平成21年4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３四半期連結会計期間（平成20年12月１日から平成

21年２月28日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成20年６月１日から平成21年２月28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21年２月28日現在の財政状

態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期

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．継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に記載されているとおり、会社グループは当第３四半期連結

累計期間において1,152,528千円の営業損失及び1,452,113千円の四半期純損失を計上しており、当連結会計年度にお

いても大幅な営業損失及び当期純損失の計上が見込まれる。また、シンジケートローン契約の財務制限条項に抵触す

る見込みが高く、将来、期限の利益喪失に係る請求を受ける可能性がある。なお、主に平成21年３月30日及び31日に返

済期限が到来したシンジケートローンを含む借入金1,888,973千円の履行延滞を取引金融機関に要請し、返済期日の

延長に応じてもらっている。

　これらの状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。

　当該状況に対する経営者の対応等は当該注記に記載されている。四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成

されており、このような重要な疑義の影響を四半期連結財務諸表には反映していない。

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、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。

３．四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。

４．重要な後発事象に記載のとおり、会社において主に平成21年３月30日及び31日に返済期限が到来したシンジケート

ローンを含む借入金1,888,973千円の履行延滞が発生している。

 

　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）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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