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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２四半期連結
累計期間

第23期
第２四半期連結
累計期間

第22期
第２四半期連結
会計期間

第23期
第２四半期連結
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
11月30日

自平成22年
６月１日
至平成22年
11月30日

自平成21年
９月１日
至平成21年
11月30日

自平成22年
９月１日
至平成22年
11月30日

自平成21年
６月１日
至平成22年
５月31日

売上高（千円） 408,308 540,597 124,661 223,555 786,629

経常損失（△）（千円） △558,883△537,462△338,345△318,888△1,415,798

四半期（当期）純損失（△）

（千円）
△560,709△1,013,330△339,590△520,587△2,882,448

純資産額（千円） － － △301,613△3,641,266△2,598,972

総資産額（千円） － － 5,307,6203,608,9653,796,454

１株当たり純資産額（円） － － △49.69 △599.92 △428.20

１株当たり四半期（当期）純損失

金額（△）（円）
△92.38 △166.95 △55.95 △85.77 △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（％） － － △5.7 △100.9 △68.5

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△668,661△36,210 － － △691,442

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
106,315 13,383 － － 150,925

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△435 △5,247 － － 2,265

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 19,934 13,368 50,216

従業員数（人） － － 110 72 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22年11月30日現在

従業員数（人） 72 　

　（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11月30日現在

従業員数（人） 60 　

　（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22年９月１日
至　平成22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 174,546 80.6 139,244 53.0

ウェーハ測定装置 152,529 1,284.2 391,206 10,747.4

その他装置 95,320 778.3 251,820 501.3

商品 △51,889 △234.3 15,574 75.3

合計 370,506 140.9 797,845 236.5

　（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22年９月１日
至　平成22年11月30日）

前年同期比（％）

ウェーハ検査装置（千円） 123,184 156.1

ウェーハ測定装置（千円） 165,905 1,413.5

その他装置（千円） 1,678 47.0

商品（千円） △67,212 △220.8

合計（千円） 223,555 179.3

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．前第２四半期連結会計期間及び当第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

前第２四半期連結会計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年９月１日
至　平成22年11月30日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

ローツェ㈱ － － 114,262 51.1

ケメット・ジャパン㈱ － － 66,500 29.7

キャノンマーケティン

グジャパン㈱
－ － 44,589 19.9

三益半導体工業㈱ 41,276 33.1 － －

３．金額には、消費税等は含まれておりません。

４．ローツェ㈱、ケメット・ジャパン㈱及びキャノンマーケティングジャパン㈱に対する前第２四半期連結会計

期間並びに、三益半導体工業㈱に対する当第２四半期連結会計期間の販売実績は各期間における総販売金額

の10/100未満でありましたので、記載を省略しております
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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２四半期連結累計期間においても1,013,330千円の四半期純損失を計上した結果、当第２四半

期連結会計期間末で3,641,266千円の債務超過となっており、金融機関に対して5,077,952千円の借入金及び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２四半期連結累計期間においても営業

キャッシュ・フローは36,210千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。　　

　

３【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。

 

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、依然として景気の先行きが不透明な状況が継続しています。

　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の設備投資は低調に推移しました。

　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ウェー

ハ測定装置の受注が先送りとなる中、経営の安定化を目指した新規市場の開拓と同時に経費削減に努めてまいりま

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223,555千円（前年同期比79.3％増）、経常損失318,888

千円（前年同期は経常損失338,345千円）、四半期純損失520,587千円（前年同期は四半期純損失339,590千円）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、出荷済み製品に対する定期点検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56.1％増の123,184千円となりました。

　ウェーハ測定装置におきましては、韓国ユーザーへの販売及び出荷済み製品に対する移設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1,313.5％増の165,905千円となりました。

　その他装置におきましては、出荷済み製品に対する定期点検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53.0％減の1,678千円となりました。

　商品におきましては、返品を受け入れたことにより、売上高は△67,212千円（前年同期は30,446千円）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２四半期連結会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、期首残高に比べ15,690千円

減少し13,368千円となりました。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。
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（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、25,472千円(前年同期は71,545千円の使用)となりました。これは、遅延損害金が

177,241千円発生したものの、税金等調整前四半期純損失を519,942千円を計上し、売上債権が46,324千円増加した

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、12,075千円(前年同期は5,131千円の使用)となりました。これは、有形固定資産の

売却による収入が12,535千円増加したことによるもの等であります。

（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、2,293千円(前年同期は400千円の使用)となりました。これは、短期借入金の純増

減額が1,835千円減少したことによるもの等であります。

 

(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。　

　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２四半期連結累計期間においても1,013,330千円の四半期純損失を計上した結果、当第２

四半期連結会計期間末で3,641,266千円の債務超過となっており、金融機関に対して5,077,952千円の借入金及び

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２四半期連結累計期間においても営

業キャッシュ・フローは36,210千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、2,750千円であります。

　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22年11月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成23年１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）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

 
第２四半期会計期間末現在
（平成22年11月30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。 

    
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。
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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22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） 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）【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９月１日～

平成22年11月30日
－ 6,069,850 － 1,072,200 － 2,100,221

 

EDINET提出書類

株式会社レイテックス(E02347)

四半期報告書

11/30



（６）【大株主の状況】

 平成22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 392,700 6.46

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
320,000 5.27

芳賀　一実 東京都杉並区 125,000 2.05

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

陳　大鳴 東京都台東区 111,600 1.83

落合　利弘 埼玉県川口市 97,900 1.61

佐藤　伸介 岡山県井原市 83,000 1.36

川人　義雄 大阪府大阪市 54,700 0.90

日本証券金融株式会社 東京都中央区茅場町1丁目2-10 50,200 0.82

山本　博　 北海道釧路市 50,000 0.82

計 － 1,410,100 23.23
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成22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22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22年
６月

７月 ８月 ９月 10月 11月

最高（円） 44 48 48 41 28 27

最低（円） 27 26 25 26 22 19

　（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の役員の異動は、次のとおりであります。

役名 氏名 退任年月日
監査役 村井　昭夫 平成22年12月２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。

　なお、前第２四半期連結会計期間（平成21年９月１日から平成21年11月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間

（平成21年６月１日から平成21年11月30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２四半期連結

会計期間（平成22年９月１日から平成22年11月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成22年６月１日から

平成22年11月30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２四半期連結会計期間（平成21年９月１日から平

成21年11月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成21年６月１日から平成21年11月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間（平成22年９月１日から平成22年11月30日まで）及び当第２四半

期連結累計期間（平成22年６月１日から平成22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22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22年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 19,368 56,416

受取手形及び売掛金 206,478 207,803

商品及び製品 288 －

仕掛品 1,712,372 1,838,831

原材料及び貯蔵品 289,668 302,643

その他 121,490 108,829

貸倒引当金 △72,817 △120,378

流動資産合計 2,276,848 2,394,145

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 583,127 580,287

その他（純額） 345,329 376,010

有形固定資産合計 ※1
 928,456

※1
 956,298

無形固定資産

無形固定資産合計 73,119 99,171

投資その他の資産

投資その他の資産合計 330,540 346,839

固定資産合計 1,332,117 1,402,309

資産合計 3,608,965 3,796,454
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年５月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 194,568 215,305

短期借入金 － 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 959,260 415,361

未払法人税等 13,208 10,452

製品保証引当金 6,480 8,170

その他 723,539 423,783

流動負債合計 7,195,009 6,375,359

固定負債

金利スワップ負債 11,189 16,283

資産除去債務 41,201 －

その他 2,831 3,784

固定負債合計 55,222 20,067

負債合計 7,250,232 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 △6,713,506 △5,700,175

自己株式 △310 △310

株主資本合計 △3,541,394 △2,528,063

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △34,028 △20,524

為替換算調整勘定 △65,843 △50,384

評価・換算差額等合計 △99,872 △70,908

純資産合計 △3,641,266 △2,598,972

負債純資産合計 3,608,965 3,796,454

EDINET提出書類

株式会社レイテックス(E02347)

四半期報告書

16/30



（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）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年６月１日
　至　平成21年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年６月１日
　至　平成22年11月30日)

売上高 408,308 540,597

売上原価 355,981 579,967

売上総利益又は売上総損失（△） 52,327 △39,369

販売費及び一般管理費 ※1
 562,453

※1
 428,418

営業損失（△） △510,126 △467,788

営業外収益

受取利息 2,065 1,668

受取配当金 3 4

為替差益 9,140 1,901

金利スワップ評価益 － 3,921

受取賃貸料 400 480

補助金収入 13,810 2,536

雑収入 8,072 500

営業外収益合計 33,491 11,011

営業外費用

支払利息 66,395 70,352

支払手数料 13,285 2,642

雑損失 2,567 7,690

営業外費用合計 82,249 80,685

経常損失（△） △558,883 △537,462

特別利益

製品保証引当金戻入額 － 683

貸倒引当金戻入額 972 51,361

固定資産売却益 － 4,195

特別利益合計 972 56,241

特別損失

たな卸資産評価損 － 66,404

固定資産売却損 － 584

固定資産除却損 1,116 248

遅延損害金 － 453,471

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 1,116 530,815

税金等調整前四半期純損失（△） △559,027 △1,012,036

法人税、住民税及び事業税 1,681 1,293

法人税等調整額 － －

法人税等合計 1,681 1,293

四半期純損失（△） △560,709 △1,013,330
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自　平成21年９月１日
　至　平成21年11月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年９月１日
　至　平成22年11月30日)

売上高 124,661 223,555

売上原価 161,829 316,032

売上総損失（△） △37,167 △92,476

販売費及び一般管理費 ※1
 274,331

※1
 194,607

営業損失（△） △311,499 △287,083

営業外収益

受取利息 924 822

為替差益 6,278 2,278

金利スワップ評価益 － 4,267

受取保険金 5,494 －

受取賃貸料 160 240

補助金収入 5,369 －

雑収入 2,532 82

営業外収益合計 20,759 7,690

営業外費用

支払利息 39,912 36,031

支払手数料 6,142 1,321

雑損失 1,549 2,143

営業外費用合計 47,605 39,495

経常損失（△） △338,345 △318,888

特別利益

製品保証引当金戻入額 － 433

貸倒引当金戻入額 614 －

固定資産売却益 － 4,180

特別利益合計 614 4,613

特別損失

たな卸資産評価損 － 28,426

固定資産除却損 1,116 －

遅延損害金 － 177,241

特別損失合計 1,116 205,667

税金等調整前四半期純損失（△） △338,847 △519,942

法人税、住民税及び事業税 743 645

法人税等調整額 － －

法人税等合計 743 645

四半期純損失（△） △339,590 △520,587
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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２四半期連結累計期間
(自　平成21年６月１日
　至　平成21年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年６月１日
　至　平成22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（△） △559,027 △1,012,036

減価償却費 166,889 113,348

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10,105

のれん償却額 77,821 －

たな卸資産評価損 － 66,404

固定資産除却損 1,116 248

固定資産売却損益（△は益） － △3,611

遅延損害金 － 453,471

貸倒引当金の増減額（△は減少） △972 △47,561

製品保証引当金の増減額（△は減少） △1,656 △1,690

受取利息及び受取配当金 △2,068 △1,672

支払利息 66,395 70,352

為替差損益（△は益） 236 84

売上債権の増減額（△は増加） 58,610 △4,315

たな卸資産の増減額（△は増加） △350,734 28,265

仕入債務の増減額（△は減少） △280,327 △20,736

割引手形の増減額（△は減少） － 5,536

その他の流動資産の増減額（△は増加） 189,287 △12,392

その他の流動負債の増減額（△は減少） 50,207 328,906

その他の固定負債の増減額（△は減少） － 321

リース債務の増減額（△は減少） △870 －

金利スワップ評価損益（△は益） － △3,921

長期前払費用の増減額（△は増加） 3,884 1,073

小計 △581,206 △29,816

利息及び配当金の受取額 2,346 1,316

利息の支払額 △86,601 △7,416

法人税等の支払額 △3,200 △293

営業活動によるキャッシュ・フロー △668,661 △36,210

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 103,669 200

有形固定資産の取得による支出 △3,889 △700

有形固定資産の売却による収入 － 12,562

無形固定資産の取得による支出 △550 －

その他 7,085 1,321

投資活動によるキャッシュ・フロー 106,315 13,383

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 △4,334

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 － △911

配当金の支払額 △435 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △435 △5,247

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11,696 △8,773

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △574,478 △36,847

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 ※
 19,934

※
 13,368

EDINET提出書類

株式会社レイテックス(E02347)

四半期報告書

19/30



【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２四半期連結累計期間においても1,013,330千円の四半期純損失を計上した結果、当

第２四半期連結会計期間末で3,641,266千円の債務超過となっており、金融機関に対して5,077,952千円の借入金

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２四半期連結累計期間においても

営業キャッシュ・フローは36,210千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２四半期連結累計期間
（自　平成22年６月１日
至　平成22年11月30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

　 　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1,330千円増加し、税金等調整前四半期純損失は

11,436千円増加しております。　 　

　

【簡便な会計処理】

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年６月１日
至　平成22年11月30日）　

１．棚卸資産の評価方法 　当第２四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２四半期連結会計期間末
（平成22年11月30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 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

 910,269千円  860,476千円

　 　

　２　　受取手形割引高  15,048千円

      　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２四半期連結累計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21年11月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年６月１日
至　平成22年11月30日）

※１　販売費及び一般管理費の主なもの ※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給与手当 99,124千円

研究開発費 61,591千円

のれん償却額 77,821千円

減価償却費 91,058千円

旅費 24,144千円

給与手当 93,297千円

研究開発費 9,924千円

減価償却費 60,940千円

旅費 19,642千円

　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。

 

前第２四半期連結会計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年９月１日
至　平成22年11月30日）

※１　販売費及び一般管理費の主なもの ※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給与手当 46,780千円

研究開発費 32,175千円

のれん償却額 38,910千円

減価償却費 46,492千円

旅費 11,915千円

給与手当 43,267千円

研究開発費 2,750千円

減価償却費 30,385千円

旅費 11,271千円

　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。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21年11月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年６月１日
至　平成22年11月30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11月30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11月30日現在）

現金及び預金 25,934千円

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 19,934千円

 

現金及び預金 19,368千円

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 13,368千円

 

　

 

（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成22年11月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成22年６月１日　至　

平成22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。
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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２四半期連結会計期間（自　平成21年９月１日　至　平成21年11月30日） 

　当社グループは、半導体事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額

の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

　　

前第２四半期連結累計期間（自　平成21年６月１日　至　平成21年11月30日） 

 
半導体事業
（百万円）

太陽電池事業
（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 238,308 170,000 408,308 － 408,308

(2）

 

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － (－) －

 計 238,308 170,000 408,308  (－) 408,308

 営業利益又は営業損失(△) △424,692 75,997△348,694(161,431)△510,126

　

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自平成21年９月１日　至平成21年11月30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 121,346 3,314　 124,661　 － 124,661　

(2）
セグメント間の内部売上高又は

振替高
127 34,954　 35,081　 (35,081) －

 計 121,474　38,268　159,742　(35,081)124,661　

 営業利益又は営業損失(△) △319,323 5,681　△313,6422,142 　△311,499

 
　

前第２四半期連結累計期間（自　平成21年６月１日　至　平成21年11月30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 402,383 5,925　 408,308　 － 408,308　

(2）
セグメント間の内部売上高又は

振替高
943 71,478　 72,421　 (72,421) －

 計 　403,32777,403　480,730　(72,421)408,308　

 営業利益又は営業損失(△) △520,571 6,381　△514,190 4,064　△510,126
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【海外売上高】

前第２四半期連結会計期間（自　平成21年９月１日　至　平成21年11月30日） 

  欧州 アジア 北米 計

Ⅰ海外売上高（千円）　       10,763 22,648 3,674 37,086

Ⅱ連結売上高（千円） －　 － －　 124,661

Ⅲ連結売上高に占める海外売上高の割

合（％）　
8.6 18.2 2.9 29.7

　（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……………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。 　

 

前第２四半期連結累計期間（自　平成21年６月１日　至　平成21年11月30日） 

  欧州 アジア 北米 計

Ⅰ海外売上高（千円）　       23,813 25,707 7,574 57,095

Ⅱ連結売上高（千円） －　 － －　 408,308

Ⅲ連結売上高に占める海外売上高の割

合（％）　
5.8 6.3 1.9 14.0

　（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……………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。 　
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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） 

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。　

（有価証券関係）

　当第２四半期連結会計期間末（平成22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22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22年９月１日　至　平成22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22年11月30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 △599.92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等

前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21年11月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年６月１日
至　平成22年11月30日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △92.38円 １株当たり四半期純損失金額（△） △166.95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２四半期連結累計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21年11月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年６月１日
至　平成22年11月30日）

四半期純損失（△）（千円） △560,709 △1,013,330

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） △560,709 △1,013,330

期中平均株式数（株） 6,069,559 6,069,559

 

前第２四半期連結会計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年９月１日
至　平成22年11月30日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △55.95円 １株当たり四半期純損失金額（△） △85.77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２四半期連結会計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年９月１日
至　平成22年11月30日）

四半期純損失（△）（千円） △339,590 △520,587

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） △339,590 △520,587

期中平均株式数（株） 6,069,559 6,069,559

　

（重要な後発事象）

当第２四半期連結会計期間（自　平成22年９月１日　至　平成22年11月30日）

（東京証券取引所上場廃止の決定及びフェニックス銘柄指定）

有価証券上場規程第603 条第１項第５号ａ（時価総額が３億円未満である場合において、９ヶ月以内に３億円

以上とならないとき。）に該当したため、東京証券取引所より平成23年３月1日に上場廃止となる予定でありま

す。

なお、平成23年１月13日にフェニックス銘柄に指定されるための届出を日本証券業協会に行い、承認されまし

た。これにより、平成23年３月１日より、フェニックス銘柄として当社株式の取扱会員の証券会社において引き続

き売買が可能となる予定であります。

　

（リース取引関係）

　当第２四半期連結累計期間（自　平成22年６月１日　至　平成22年11月30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２四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。

 

EDINET提出書類

株式会社レイテックス(E02347)

四半期報告書

28/30



 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

平成22年１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２四半期連結会計期間（平成21年９月１日から平

成21年11月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年６月１日から平成21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21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．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２四半期連結累計期間においても、510,126千円の営業損失を計上しており、営業キャッシュ・フローは

668,661千円のマイナスとなっている。その結果、当第２四半期連結会計期間末において301,613千円の債務超過となっ

ている。このような状況に伴い、取引金融機関に対する借入金の返済の履行延滞及び取引金融機関以外の取引先等に対

する支払期日の延滞等の支援を受けている。また、財務体質のさらなる建て直しを図るため、取引金融機関に財務制限

条項の契約変更を含め、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．重要な後発事象に記載されているとおり、平成21年12月に返済期限が到来した借入金50,250千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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

平成23年１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２四半期連結会計期間（平成22年９月１日から平

成22年11月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成22年６月１日から平成22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22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．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２四半期連結累計期間においても

1,013,330千円の四半期純損失を計上した結果、当第２四半期連結会計期間末で3,641,266千円の債務超過となってお

り、金融機関に対して5,077,952千円の借入金及び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２四半期連結累計期間においても営業キャッシュ・フローは36,210千円の

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。

３．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成23年３月１日に上場廃止となる予定である。　

　

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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