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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22期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第23期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第22期

会計期間

自平成21年
６月１日
至平成21年
８月31日

自平成22年
６月１日
至平成22年
８月31日

自平成21年
６月１日
至平成22年
５月31日

売上高（千円） 283,646 317,042 786,629

経常損失（△）（千円） △220,538△219,033△1,415,798

四半期（当期）純損失（△）

（千円）
△221,118△492,742△2,882,448

純資産額（千円） 66,315△3,119,448△2,598,972

総資産額（千円） 5,579,5903,731,6683,796,454

１株当たり純資産額（円） 10.93 △513.95 △428.20

１株当たり四半期（当期）純損失金額（△）（円） △36.43 △81.18 △474.90

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（％） 1.2 △83.6 △68.5

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△597,115△10,737△691,442

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
111,446 1,308 150,925

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△35 △2,954 2,265

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千円） 104,499 29,317 50,216

従業員数（人） 130 78 79

（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22年８月31日現在

従業員数（人） 78     

　（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22年８月31日現在

従業員数（人） 64     

　（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22年６月１日
至　平成22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 266,881 165.5 87,882 70.2

ウェーハ測定装置 363,268 4,968.2 404,582 11,559.5

その他装置 76,802 36.6 158,178 380.6

商品 7,794 16.3 252 0.9

合計 714,746 167.7 650,894 326.8

　（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22年６月１日
至　平成22年８月31日）

前年同期比（％）

　　ウェーハ検査装置（千円） 270,674 634.0

　　ウェーハ測定装置（千円） 80,974 1,003.1

　　その他装置（千円） △44,643 －

　　商品（千円） 10,036 18.3

合計（千円） 317,042 111.8

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．前第１四半期連結会計期間及び当第１四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

前第１四半期連結会計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21年８月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年６月１日
至　平成22年８月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

ケメット・ジャパン㈱ － － 224,500 70.8

㈱フォトニクスエンジ

ニアリング
170,000 59.9 △50,000 －

三益半導体工業㈱ 24,832 8.8 33,694 10.6

３．金額には、消費税等は含まれておりません。
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２【事業等のリスク】

　当社グループは、３期連続して営業損失及び当期純損失を計上しており、その結果、前連結会計期間末において債務超

過となり、さらに当第１四半期連結会計期間においても492,742千円の四半期純損失を計上した結果、当第１四半期連

結会計期間末で3,119,448千円の債務超過となっており、金融機関に対して5,079,787千円の借入金及び220,000千円の

社債を有しております。

　また、営業キャッシュ・フローは２期連続してマイナスとなっており、当第１四半期においても営業キャッシュ・フ

ローは10,737千円のマイナスとなっております。　

　このような状況に伴い、借入金の返済につきましては、各金融機関の支援のもと、借入金の返済条件の契約変更を平成

21年8月21日に締結しましたが、平成21年12月以降に返済期限が到来した借入金の履行延滞が発生しております。また、

諸経費の支払いの一部も支払遅延が発生しております。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよ

うな状況が存在しております。
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３【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。

　

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　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世界経済については、中国を中心に一部地域では景気の回復が見られたものの、

主要先進国では失業率が高止まりするなど、金融危機に端を発した世界経済の不振が続きました。また、日本経済にお

いても、輸出が若干改善傾向にあるものの、個人消費や設備投資は回復基調に至りませんでした。

　そのような状況下で、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高317,042千円（前年同期比11.8％増）、経常損失

219,033千円（前年同期は経常損失220,538千円）、四半期純損失492,742千円（前年同期は四半期純損失221,118千

円）となりました。

　ウェーハ検査装置におきましては、国内外のユーザーに対し在庫機の販売を行うと伴に、出荷済み製品に対する保守

などのサービスを行ってまいりました。この結果、売上高は前年同期比534.0％増の270,674千円となりました。

　ウェーハ測定装置におきましては、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、売上高は前年

同期比903.1％増の80,974千円となりました。

　その他装置におきましては、出荷済み製品に対するサービスを行ってまいりましたが、当第１四半期連結会計期間

は、返品を受け入れたことにより、売上高は△44,643千円（前年同期は178,044千円）となりました。

　商品におきましては、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、売上高は前年同期比81.7％

減の10,036千円となりました。　 

　

(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、前連結会計年度末残高に比べ

20,898千円減少し、29,317千円となりました。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、10,737千円(前年同期は597,115千円の使用)となりました。これは、遅延損害金が

276,230千円発生したものの、税金等調整前四半期純損失を492,093千円を計上し、たな卸資産が51,715千円増加し、貸

倒引当金が51,821千円減少したこと等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） 

　投資活動の結果獲得した資金は1,308千円(前年同期は111,446千円の獲得)となりました。これは、有形固定資産の売

却による収入が27千円あったこと等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、2,954千円(前年同期は35千円の使用)となりました。これは、主として短期借入金が

2,499千円減少したこと等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

　当社グループは、３期連続して営業損失及び当期純損失を計上しており、その結果、前連結会計期間末において債務

超過となり、さらに当第１四半期連結会計期間においても492,742千円の四半期純損失を計上した結果、当第１四半期

連結会計期間末で3,119,448千円の債務超過となっており、金融機関に対して5,079,787千円の借入金及び220,000千

円の社債を有しております。 

　また、営業キャッシュ・フローは２期連続してマイナスとなっており、当第１四半期においても営業キャッシュ・

フローは10,737千円のマイナスとなっております。　

　このような状況に伴い、借入金の返済につきましては、各金融機関の支援のもと、借入金の返済条件の契約変更を平

成21年8月21日に締結しましたが、平成21年12月以降に返済期限が到来した借入金の履行延滞が発生しております。

また、諸経費の支払いの一部も支払遅延が発生しております。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じ

させるような状況が存在しております。

　

(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、7,174千円であります。

　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22年８月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年10月15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）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22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22年８月31日）

新株予約権の数（個） 260

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） 26,000

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 －
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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。

　　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。
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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22年８月31日）

新株予約権の数（個） 380

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） 38,000

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。 

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）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。　

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（５）【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22年６月１日～

平成22年８月31日
－ 6,069,850 － 1,072,200 － 2,100,221

（６）【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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（７）【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22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22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　　　　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22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
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22年
６月

７月 ８月

最高（円） 44 48 48

最低（円） 27 26 25

　（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。

　なお、前第１四半期連結会計期間（平成21年６月１日から平成21年８月31日まで）及び前第１四半期連結累計期間

（平成21年６月１日から平成21年８月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第１四半期連結

会計期間（平成22年６月１日から平成22年８月31日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成22年６月１日から

平成22年８月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表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、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結会計期間（平成21年６月１日から平

成21年８月31日まで）及び前第１四半期連結累計期間（平成21年６月１日から平成21年８月31日まで）及び当第１

四半期連結会計期間（平成22年６月１日から平成22年８月31日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成22年６

月１日から平成22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22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22年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 35,517 56,416

受取手形及び売掛金 ※2
 164,238

※2
 207,803

仕掛品 1,821,922 1,838,831

原材料及び貯蔵品 327,569 302,643

その他 91,932 108,829

貸倒引当金 △68,557 △120,378

流動資産合計 2,372,623 2,394,145

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 596,100 580,287

その他（純額） 345,280 376,010

有形固定資産合計 ※1
 941,381

※1
 956,298

無形固定資産 85,966 99,171

投資その他の資産 331,696 346,839

固定資産合計 1,359,044 1,402,309

資産合計 3,731,668 3,796,454
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年５月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 221,558 215,305

短期借入金 1,835 4,334

1年内返済予定の長期借入金 5,077,952 5,077,952

1年内償還予定の社債 220,000 220,000

未払金 717,642 415,361

未払法人税等 11,505 10,452

製品保証引当金 7,580 8,170

その他 535,526 423,783

流動負債合計 6,793,599 6,375,359

固定負債

資産除去債務 41,038 －

デリバティブ債務 13,168 16,283

その他 3,310 3,784

固定負債合計 57,517 20,067

負債合計 6,851,117 6,395,426

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 △6,192,918 △5,700,175

自己株式 △310 △310

株主資本合計 △3,020,806 △2,528,063

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △33,472 △20,524

為替換算調整勘定 △65,169 △50,384

評価・換算差額等合計 △98,642 △70,908

純資産合計 △3,119,448 △2,598,972

負債純資産合計 3,731,668 3,796,454
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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）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年６月１日
　至　平成21年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年６月１日
　至　平成22年８月31日)

売上高 283,646 317,042

売上原価 194,152 263,934

売上総利益 89,494 53,107

販売費及び一般管理費 ※1
 288,121

※1
 234,271

営業損失（△） △198,626 △181,164

営業外収益

受取利息 1,140 845

受取配当金 3 4

為替差益 2,862 －

受取賃貸料 240 240

補助金収入 8,441 2,536

雑収入 45 418

営業外収益合計 12,732 4,044

営業外費用

支払利息 26,483 34,320

為替差損 － 377

支払手数料 7,142 1,321

金利スワップ評価損 － 346

雑損失 1,018 5,547

営業外費用合計 34,644 41,913

経常損失（△） △220,538 △219,033

特別利益

製品保証引当金戻入額 － 250

貸倒引当金戻入額 357 51,821

固定資産売却益 － 15

特別利益合計 357 52,087

特別損失

たな卸資産評価損 － 37,978

遅延損害金 － 276,230

固定資産売却損 － 584

固定資産除却損 － 248

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10,105

特別損失合計 － 325,147

税金等調整前四半期純損失（△） △220,180 △492,093

法人税、住民税及び事業税 937 648

法人税等調整額 － －

法人税等合計 937 648

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △492,742

四半期純損失（△） △221,118 △492,742
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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）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年６月１日
　至　平成21年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年６月１日
　至　平成22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（△） △220,180 △492,093

減価償却費 82,534 56,789

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10,105

たな卸資産評価損 － 37,978

のれん償却額 38,910 －

固定資産除却損 － 248

固定資産売却損益（△は益） － 568

遅延損害金 － 276,230

貸倒引当金の増減額（△は減少） △357 △51,821

製品保証引当金の増減額（△は減少） △95 △590

受取利息及び受取配当金 △1,143 △849

支払利息 26,483 34,320

為替差損益（△は益） 127 195

売上債権の増減額（△は増加） △30,264 42,008

たな卸資産の増減額（△は増加） △209,048 △51,715

仕入債務の増減額（△は減少） △299,964 6,252

割引手形の増減額（△は減少） － 1,406

その他の流動資産の増減額（△は増加） 91,211 16,996

その他の流動負債の増減額（△は減少） △27,370 105,727

その他の固定負債の増減額（△は減少） － 163

リース債務の増減額（△は減少） △432 －

金利スワップ評価損益（△は益） － 346

長期前払費用の増減額（△は増加） 1,952 544

小計 △547,638 △7,185

利息及び配当金の受取額 1,661 670

利息の支払額 △47,393 △3,929

法人税等の支払額 △3,744 △293

営業活動によるキャッシュ・フロー △597,115 △10,737

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加） 103,669 －

有形固定資産の取得による支出 △3,312 －

有形固定資産の売却による収入 － 27

無形固定資産の取得による支出 △550 －

その他 11,639 1,281

投資活動によるキャッシュ・フロー 111,446 1,308
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年６月１日
　至　平成21年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年６月１日
　至　平成22年８月31日)

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 － △2,499

長期借入れによる収入 40,000 －

社債の償還による支出 △40,000 －

リース債務の返済による支出 － △452

配当金の支払額 △35 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △35 △2,954

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,208 △8,514

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △489,913 △20,898

現金及び現金同等物の期首残高 594,412 50,216

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 104,499

※
 29,317
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【継続企業の前提に関する事項】

　当社グループは、３期連続して営業損失及び当期純損失を計上しており、その結果、前連結会計期間末において債務超

過となり、さらに当第１四半期連結会計期間においても492,742千円の四半期純損失を計上した結果、当第１四半期連結

会計期間末で3,119,448千円の債務超過となっており、金融機関に対して5,079,787千円の借入金及び220,000千円の社

債を有しております。 

　また、営業キャッシュ・フローは２期連続してマイナスとなっており、当第１四半期においても営業キャッシュ・フ

ローは10,737千円のマイナスとなっております。　

　このような状況に伴い、借入金の返済につきましては、各金融機関の支援のもと、借入金の返済条件の契約変更を平成

21年8月21日に締結しましたが、平成21年12月以降に返済期限が到来した借入金の履行延滞が発生しております。また、

諸経費の支払いの一部も支払遅延が発生しております。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよ

うな状況が存在しております。

　当社グループは、このような状況から脱却するため、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事業改善計画を策定し促進しておりますが、その対応策は以下のとおりです。

　

１．基本方針

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。

国内の総販売店であるキヤノンマーケティングジャパン株式会社との協力により、営業活動・サービス体制の強化

及び財務体質の改善を図ることにより、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。

　

２．営業施策

　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）

　　　デバイスメーカーに対する歩留まり向上によるコスト削減策の提案

（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　

　

３．経営効率の改善

　　更なる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

　　　保守のアウトソーシング化

　

４．資金繰りの改善及び財務体質の強化

　資金繰りにつきましては、取引金融機関については、財務制限条項の変更契約を含め、借入金の返済条件等の変更に向

けて、引続き支援を要請しております。また、財務面におきましても、上記事業改善計画を徹底し、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。

　

　しかしながら、借入金の返済条件等の変更については本日現在契約に至っておらず、また、業績の改善を実行するうえ

で重要な要素となる売上高の確保は外部要因に大きく依存しているため、現時点において継続企業の前提に関する重要

な不確実性が認められます。

　なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する不確実性の影響を四半期連

結財務諸表に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１四半期連結会計期間
（自　平成22年６月１日
至　平成22年８月31日）

　会計処理基準に関する事項

の変更

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

　 　当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準

第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しております。

　 　これにより、営業損失及び経常損失が665千円増加し、税金等調整前四半期純損失は

10,771千円増加しております。　 　

　

【簡便な会計処理】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年６月１日
至　平成22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22年８月31日）

前連結会計年度末
（平成22年５月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

  901,734千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

  860,476千円

※２　受取手形割引高      10,918千円

      受取手形裏書高　　　   857千円　

※２　受取手形割引高       9,511千円    

　

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21年８月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年６月１日
至　平成22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 52,344千円

研究開発費   29,416千円

減価償却費  44,565千円

のれん償却額 38,910千円

旅費  12,229千円

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給与手当 50,029千円

研究開発費   7,174千円

減価償却費  30,554千円

旅費  8,370千円

　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。

　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）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21年８月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年６月１日
至　平成22年８月31日）

※　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８月31日現在）

※　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22年８月31日現在）

現金及び預金     110,499千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金       △6,000

現金及び現金同等物   104,499千円

 

現金及び預金     35,517千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金       △6,200

現金及び現金同等物   29,317千円

 

（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成22年８月31日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成22年６月１日　至　

平成22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。
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（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自　平成21年６月１日　至　平成21年８月31日） 

 
半導体事業
（千円）

太陽電池事業
（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 113,646 170,000 283,646 － 283,646

(2）

 

セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － (－) －

 計 113,646 170,000 283,646  (－) 283,646

 営業利益 △194,567 82,045△112,522 (86,104)△198,626

　

　

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自　平成21年６月１日　至　平成21年８月31日）

 
日本
（千円）

米国
（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 281,036 2,610 283,646 － 283,646

(2）
セグメント間の内部売上高又は

振替高
816 36,524 37,340 (37,340) －

 計 281,852 39,134 320,987(37,340)283,646

 営業利益 △201,247 699 △200,547 1,921△198,626

（注）国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

　

　　　

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間（自　平成21年６月１日　至　平成21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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【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要　

　当社の報告セグメントは、分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業

績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

　当社グループの事業は提供する製品・サービス内容別のセグメントから構成されており、「半導体事業」、

「太陽電池事業」の２つを報告セグメントとしております。

　「半導体事業」は、主に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の開発及び販売を行っております。

　「太陽電池事業」は、主にレーザースクライバー（溝加工装置）の開発を行っております。

　

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　　　

　太陽電池事業売上高は、連結売上高の10%未満であるため、記載を省略しております。

　

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　

平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第20号　平成20年３月21日）を適用しております。　
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（金融商品関係）

　当第１四半期連結会計期間末（平成22年８月31日）

　　前連結会計年度末に比べて著しい変動がないため、記載を省略しております。　　

（有価証券関係）

　当第１四半期連結会計期間末（平成22年８月31日）

　　前連結会計年度末に比べて著しい変動がないため、記載を省略しております。

（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22年８月31日）

　　前連結会計年度末に比べて著しい変動がないため、記載を省略しております。

（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22年６月１日　至　平成22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22年８月31日）

前連結会計年度末
（平成22年５月31日）

１株当たり純資産額 △513.95円 １株当たり純資産額 △428.20円

２．１株当たり四半期純損失金額

前第１四半期連結累計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21年８月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年６月１日
至　平成22年８月31日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △36.43円 １株当たり四半期純損失金額（△） △81.18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。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21年８月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年６月１日
至　平成22年８月31日）

四半期純損失（△）（千円） △221,118 △492,742

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） △221,118 △492,742

期中平均株式数（株） 6,069,559 6,069,559

（重要な後発事象）

当第１四半期連結会計期間（自　平成22年６月１日　至　平成22年８月31日）

　該当事項はありません。

 

（リース取引関係）

　当第１四半期連結会計期間（自　平成22年６月１日　至　平成22年８月31日）

　リース取引開始期間が平成20年５月31日以前の所有権移転外ファイナンス・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て処理を行っておりますが、当第１四半期連結会計期間末におけるリース取引残高は、前

連結会計年度末に比べて著しい変動はありません。　

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 本　間　　　寛　　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21年６月１日から平成22年５月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成21年６月１日から平成

21年８月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成21年６月１日から平成21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21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

　継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社グループは２期連続して営業損失及び経常損失を計上してお

り、特に前連結会計年度においては1,555,583千円の営業損失及び2,546,356千円の当期純損失を計上している。このような

厳しい経営環境のなか、財務体質改善に向けて収益性の向上とキャッシュ・フローの改善に取組んでいるが、当第１四半期

連結会計期間においても、198,626千円の営業損失を計上しており、営業キャッシュ・フローは597,115千円のマイナスと

なっている。このような業績の状況に伴い、平成21年３月以降、借入金の返済を遅延していたが、各金融機関の支援のもと、

借入金の返済条件の変更契約を当第１四半期連結会計期間に締結した。しかし、当期に連結及び単体ともに経常利益を計上

すること等の財務制限条項が付されており、平成22年５月までの返済計画は確定しているが、平成22年６月以降の返済計画

は確定していない。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継

続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由

について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、このような重要な不

確実性の影響は四半期連結財務諸表に反映されていない。

　

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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年10月15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 本　間　　　寛　　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22年６月１日から平成23年５月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成22年６月１日から平成

22年８月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成22年６月１日から平成22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22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．継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社グループは３期連続して営業損失及び当期純損失を計上

しており、その結果、前連結会計年度末において債務超過となり、さらに当第１四半期連結会計期間においても

492,742千円の四半期純損失を計上した結果、当第１四半期連結会計期間末で3,119,448千円の債務超過となってお

り、金融機関に対して5,079,787千円の借入金及び220,000千円の社債を有している。また、営業キャッシュ・フローは

２期連続してマイナスとなっており、当第１四半期連結会計期間においても営業キャッシュ・フローは10,737千円の

マイナスとなっている。このような状況に伴い、平成21年12月以降に返済期限が到来した借入金の履行延滞が発生し

ており、また、諸経費の支払いの一部も支払遅延が発生している。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生

じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状

況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由について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、このような重要な不確実性の影響は四半期連結財務諸表に反映されていな

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、会社は当第１四半

期連結会計期間より「資産除去債務に関する会計基準」を適用している。

　

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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