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平成 18 年５月期  第３四半期財務・業績の概況（連結） 
                                        平成 18 年４月 12 日 

上場会社名 株式会社レイテックス （コード番号：6672 東証マザーズ） 

（ＵＲＬ http://www.raytex.com/ ）   

問 合 せ 先       代表者役職・氏名 代表取締役社長  髙村 淳 ＴＥＬ：（042）338‐2844 

              責任者役職・氏名 取締役管理本部長 井上 和英 

 
１．四半期連結財務情報の作成等に係る事項 

① 四半期連結財務諸表の作成基準 ： 中間連結財務諸表作成基準 

② 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 ： 無 

④ 会計監査人の関与 ： 有 

   四半期連結財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関す

る規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明

のための手続きを受けております。 

 

 

２．平成 18 年５月期第３四半期財務・業績の概況（平成 17 年６月 1 日 ～ 平成 18 年２月 28 日） 

(1) 連結経営成績の進捗状況 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      
四半期（当期） 
純 利 益       

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

18 年５月期第３四半期 1,988  (38.2) △658  ( － ) △709  ( － )  △457  ( － ) 

17 年５月期第３四半期 1,438  ( － ) △323  ( － ) △384  ( － )  △261  ( － ) 

(参考)17 年５月期 3,622         362         281          135         

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円    銭 円    銭

18 年 5 月期第３四半期 △91   66 －    －  

17 年 5 月期第３四半期 △58    08 －    －  

(参考)17 年５月期 30    02 －    －  

 (注)売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。 

 
［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

当第３四半期の財政状態は、前連結会計年度末に対し、総資産は1,430百万円増加し7,734百万円となりました。株

主資本は増資により、818百万円増加し1,809百万円となりました。増減の主なものは、資産ではたな卸資産が808百万

円増加しております。負債では借入金が526百万円増加しております。 

当第３四半期連結会計期間の業績は、概ね当初の計画どおりに推移し、売上高は1,988百万円、経常損失は709百万

円、四半期純損失は457百万円となりました。 

売上高の水準が低くなっておりますが、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売上高が集中する傾向にあることによるものです。また、前年同期比における損失額

が拡大した理由は、新規品及び新機能の開発や既存製品の改良に重点を置いたため、一時的に費用が増加しました。 

なお、当社グループの成長性及び収益性は、引き続き堅調に維持できるものと考えております。 
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(2) 連結財政状態の変動状況 

 総 資 産 株 主 資 本      株主資本比率 
１株当たり 
株 主 資 本      

 百万円 百万円 ％ 円    銭

18 年 5 月期第３四半期 7,734   1,809   23.4   340     71 

17 年 5 月期第３四半期 6,126   589   9.6   130     76 

(参考)17 年 5 月期 6,304   990   15.7   219     63 

 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 
営 業 活 動 に よ る         
キャッシュ・フロー

投 資 活 動 に よ る         
キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高         

 百万円 百万円 百万円 百万円

18 年５月期第３四半期 △1,420   △295   1,780    667   

17 年５月期第３四半期 △912   △295   1,879    1,397   

(参考)17 年５月期 △1,398   △446   1,713    596   

 
［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

当第３四半期連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前第３四半期純損失710百万円、

たな卸資産の増加905百万円、法人税等の支払い136百万円などにより、1,420百万円の支出となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得に伴う支出などにより、295百万円の支出となりまし

た。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、主に株式の発行による収入1,308百万円などにより、1,780百万円の収入と

なりました。 

以上の結果、当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、667百万円となりました。 

 
３．平成 18 年５月期の連結業績予想（平成 17 年６月１日 ～ 平成 18 年５月 31 日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通     期 5,400   438   189   

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）35 円 62 銭 

 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

第３四半期の業績は、概ね当初の計画どおりに推移しておりますので、計画に変更はありません。 

メインの顧客である国内大手ウェーハメーカーは、今後も300mmウェーハの増産を継続し、また200mmウェーハの全

量検査などのプロセスも追加されることにより、堅調な受注が見込まれます。また、巨大な潜在市場を有すと考えて

おります国内外のデバイスメーカーについては、新規顧客を獲得すると同時に、既存顧客からのリピートオーダーも

始まることから、業績向上に多大に寄与するものと思われます。さらに、NanoPro NP1も当社の製品群に加わったため、

ウェーハ測定装置に対する需要はより一層高まるものと思われます。 

上記の予想は、本資料の発表時現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因にかかる

本資料発表時現在における仮定を前提に作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異

なる場合があります。 
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４．四半期連結財務諸表等 
(１）四半期連結貸借対照表 

  
前第３四半期連結会計期間末

（平成17年２月28日） 
当第３四半期連結会計期間末 

（平成18年２月28日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成17年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金 ※2  1,450,613 739,357   654,363

２．受取手形及び売掛金   1,336,619 2,831,666   2,830,008

３．たな卸資産   2,507,210 2,799,057   1,990,472

４．繰延税金資産   169,892 279,472   27,117

５．その他 ※3  233,500 195,265   250,905

貸倒引当金   △3,754 △7,957   △4,698

流動資産合計   5,694,081 92.9 6,836,862 88.4  5,748,169 91.2

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※1  106,986 501,744   158,018

２．無形固定資産   204,513 181,782   201,687

３．投資その他の資産   121,375 214,595   196,569

固定資産合計   432,875 7.1 898,122 11.6  556,276 8.8

資産合計   6,126,957 100.0 7,734,985 100.0  6,304,445 100.0
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前第３四半期連結会計期間末

（平成17年２月28日） 
当第３四半期連結会計期間末 

（平成18年２月28日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．支払手形及び買掛金   1,153,570 1,164,936   939,666

２．短期借入金   810,000 1,078,000   870,000

３．１年以内返済予定 
長期借入金 

  1,388,952 1,680,488   1,547,933

４．未払法人税等   2,886 4,280   134,196

５．製品保証引当金   22,757 31,600   24,542

６．その他   67,620 71,840   89,023

流動負債合計   3,445,787 56.2 4,031,146 52.1  3,605,362 57.2

Ⅱ 固定負債     

１．長期借入金 ※２  2,091,432 1,894,689   1,708,588

固定負債合計   2,091,432 34.2 1,894,689 24.5  1,708,588 27.1

負債合計   5,537,219 90.4 5,925,835 76.6  5,313,951 84.3

     

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   413,000 6.7 1,072,200 13.9  413,000 6.5

Ⅱ 資本剰余金   388,150 6.3 1,046,310 13.5  388,150 6.2

Ⅲ 利益剰余金   △205,183 △3.3 △319,398 △4.1  192,112 3.0

Ⅳ 為替換算調整勘定   △6,053 △0.1 10,302 0.1  △2,504 △0.0

Ⅴ 自己株式   △174 △0.0 △263 △0.0  △263 △0.0

資本合計   589,737 9.6 1,809,149 23.4  990,494 15.7

負債・資本合計   6,126,957 100.0 7,734,985 100.0  6,304,445 100.0
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(２）四半期連結損益計算書 

  
前第３四半期連結会計期間 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年２月28日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   1,438,276 100.0 1,988,265 100.0  3,622,445 100.0

Ⅱ 売上原価   816,732 56.8 1,384,919 69.7  1,919,043 53.0

売上総利益   621,544 43.2 603,346 30.3  1,703,402 47.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  944,550 65.7 1,261,928 63.4  1,341,364 37.0

営業利益又は 
営業損失(△) 

  △323,005 △22.5 △658,582 △33.1  362,037 10.0

Ⅳ 営業外収益     

１．受取利息  18 62  22 

２．受取配当金  3 4  3 

３．為替差益  － 18,248  － 

４．雑収入  1,070 1,091 0.1 5,812 24,128 1.2 1,386 1,411 0.0

Ⅴ 営業外費用     

１．支払利息  53,391 56,079  72,646 

２．為替差損  5,658 －  4,605 

３．新株発行費  － 9,230  － 

４．雑支出  3,148 62,198 4.3 9,461 74,771 3.8 4,343 81,596 2.2

経常利益又は 
経常損失(△) 

  △384,112 △26.7 △709,225 △35.7  281,852 7.8

Ⅵ 特別利益     

１．貸倒引当金戻入  233 233 0.0 － － － － － －

Ⅶ 特別損失     

１．固定資産除却損 ※2 8,448 8,448 0.6 1,185 1,185 0.0 8,447 8,447 0.3

税金等調整前四半期純
損失(△)又は当期純利
益 

  △392,327 △27.3 △710,411 △35.7  273,405 7.5

法人税、住民税及び事
業税 

 860 3,204  127,441 

法人税等調整額  △131,265 △130,405 △9.1 △256,222 △253,018 △12.7 10,590 138,032 3.8

四半期純損失(△)又は
当期純利益 

  △261,922 △18.2 △457,392 △23.0  135,373 3.7
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（３）四半期連結剰余金計算書 

  
前第３四半期連結会計期間 
（自 平成16年６月１日 

至 平成17年２月28日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  388,150 388,150 388,150

Ⅱ 資本剰余金増加高   

１．新株発行による増加高  － － 658,160 658,160 － －

Ⅲ 資本剰余金第３四半期期
末(期末)残高 

 388,150 1,046,310 388,150

   

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  151,196 192,112 151,196

Ⅱ 利益剰余金増加高   

１．当期純利益  － － － － 135,373 135,373

Ⅲ 利益剰余金減少高   

 １．連結子会社増加に伴う利
益剰余金減少高 

 4,258 －  4,258

 ２．四半期純損失  261,922 457,392  －

 ３．配当金  90,200 356,380 54,118 511,510 90,200 94,458

Ⅳ 利益剰余金第３四半期期
末(期末)残高 

 △205,183 △319,398 192,112
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（４）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前第３四半期連結会計期間
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年２月28日）

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 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
(△)又は税金等調整前当期純
利益 

 △392,327 △710,411 273,405

減価償却費  32,104 52,307 46,927

固定資産除却損  8,448 1,185 8,447

貸倒引当金の増加額 
(△減少額) 

 △233 3,259 710

製品保証引当金の増加額  1,477 7,058 3,262

受取利息及び受取配当金  △18 △66 △25

支払利息  53,391 56,079 72,646

新株発行費  － 9,230 －

為替差益  △13 △1,677 △198

売上債権の減少額(△増加額)  1,046,409 △1,437 △446,927

たな卸資産の増加額  △1,521,597 △905,061 △1,004,859

仕入債務の増加額(△減少額)  194,653 217,854 △3,199

その他流動資産の減少額 
(△増加額) 

 △141,786 55,054 △157,974

その他流動負債の増加額 
(△減少額) 

 8,072 △12,111 30,623

長期未払金の減少額  △2,604 － △2,604

長期前払費用の増加額  △7,074 △2,812 △4,584

小計  △721,098 △1,231,548 △1,184,349

利息及び配当金の受取額  14 54 20

利息の支払額  △49,038 △52,943 △71,440

法人税等の支払額  △142,583 △136,422 △142,583

営業活動によるキャッシュ・フロー  △912,706 △1,420,859 △1,398,352
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前第３四半期連結会計期間
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年２月28日）

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 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  △13,505 △13,509 △18,007

有形固定資産の取得による支
出 

 △51,598 △269,478 △113,678

有形固定資産の売却による収
入 

 2,951 － －

無形固定資産の取得による支
出 

 △211,724 △2,288 △216,924

その他投資等の増加額  △21,363 △9,906 △97,501

投資活動によるキャッシュ・フロー  △295,240 △295,183 △446,112

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロ
ー 

  

短期借入金の純増加額  170,000 208,000 230,000

長期借入金の借入による収入  2,550,000 1,550,000 2,650,000

長期借入金の返済による支出  △750,907 △1,231,344 △1,074,770

自己株式の取得による支出  △174 － △263

株式の発行による収入  － 1,308,129 －

配当金の支払額  △89,199 △53,847 △91,141

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,879,718 1,780,937 1,713,825

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算
差額 

 2,095 6,590 3,754

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 
(△減少額) 

 673,867 71,484 △126,884

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  715,572 596,440 715,572

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同
等物の増加額 

 7,752 － 7,752

Ⅷ 現金及び現金同等物の第３四半
期期末(期末)残高 

 1,397,192 667,925 596,440
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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 

期  別 
 
項  目 

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年２月28日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日） 

１．連結の範囲に関する事

項 

連結子会社の数 １社 

連結子会社名 

 RAYTEX USA CORPORATION 

 

RAYTEX USA CORPORATIONは、

重要性が増したため、当第３四

半期連結会計期間より連結の

範囲に含めております。 

 

連結子会社の数 １社 

連結子会社名 

 RAYTEX USA CORPORATION 

 

 

連結子会社の数 １社 

連結子会社名 

 RAYTEX USA CORPORATION 

 

RAYTEX USA CORPORATIONは、

重要性が増したため、当連結会

計年度より連結の範囲に含め

ております。 

 

２．持分法の適用に関する

事項 

持分法適用会社はありませ 

ん。 

同左 同左 

３．連結子会社の第３四半

期決算日（決算日）等

に関する事項 

連結子会社であるRAYTEX USA 

CORPORATIONの第３四半期決算

日は９月30日であります。第３

四半期連結財務諸表の作成に

当たっては、第３四半期連結決

算日現在で実施した仮決算に

基づく第３四半期財務諸表を

使用しております。 

同左 連結子会社であるRAYTEX USA 

CORPORATIONの決算日は12月31

日であります。連結財務諸表の

作成に当たっては、連結決算日

現在で実施した仮決算に基づ

く財務諸表を使用しておりま

す。 

４．会計処理基準に関する

事項 

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 

 

たな卸資産 

ａ．製品・商品・仕掛品 

個別法による原価法 

ｂ．原材料 

月次総平均法による原価法

ｃ．貯蔵品 

終仕入原価法 

 

 

 

たな卸資産 

ａ．製品・商品・仕掛品 

同左 

ｂ．原材料 

同左 

ｃ．貯蔵品 

同左 

 

 

 

たな卸資産 

ａ．製品・商品・仕掛品 

同左 

ｂ．原材料 

同左 

ｃ．貯蔵品 

同左 

 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

① 有形固定資産 

主に定率法を採用してお

ります。 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

   工具、器具及び備品  

４～８年 

 

① 有形固定資産 

主に定率法を採用してお

ります。 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物   15～50年 

工具、器具及び備品  

４～８年 

 

① 有形固定資産 

同左 

 ② 無形固定資産 

ａ．市場販売目的のソフトウ

ェア 

見込み販売期間（3年）

による定額法 

ｂ．自社利用目的のソフトウ

ェア 

社内における見積利用

期間（5年）による定額法

② 無形固定資産 

(ｲ)ソフトウェア 

ａ．市場販売目的のソフトウ

ェア 

見込み販売期間（3年）

による定額法 

ｂ．自社利用目的のソフトウ

ェア 

社内における見積利用

期間（5年）による定額法

 

   (ﾛ)特許権 

 定額法を採用しており

ます。なお、償却年数は

８年であります。 

 

② 無形固定資産 

(ｲ)ソフトウェア 

ａ．市場販売目的のソフトウ

ェア 

同左 

 

ｂ．自社利用目的のソフトウ

ェア 

同左 

 

 

 (ﾛ)特許権 

同左 
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期  別 
 
項  目 

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年２月28日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日） 

(3）重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒

れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しており

ます。 

② 製品保証引当金 

 製品のアフターサービス

に伴う費用の支出に備える

ため、当該製品の売上高に対

し過去のアフターサービス

費用発生の実績率に基づい

て計上しております。 

 

① 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

② 製品保証引当金 

同左 

① 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

② 製品保証引当金 

同左 

(4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、四半

期連結決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しておりま

す。 

 なお、在外子会社等の資産及

び負債は、四半期連結決算日の

直物為替相場により円換算し、

収益及び費用は期中平均相場

により円貨に換算し、換算差額

は資本の部における為替換算

調整勘定に含めて計上してお

ります。 

同左  外貨建金銭債権債務は、連結

決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損益

として処理しております。 

 なお、在外子会社等の資産及

び負債は、連結決算日の直物為

替相場により円換算し、収益及

び費用は期中平均相場により

円貨に換算し、換算差額は資本

の部における為替換算調整勘

定に含めて計上しております。

 

(5）重要なリース取引の処

理方法 

 リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・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た会計処

理によっております。 

同左 同左 
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期  別 
 
項  目 

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年２月28日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日） 

(6）重要なヘッジ会計の方

法 

① ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては、

特例処理の要件を満たして

おりますので、特例処理を採

用しております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段 

  金利スワップ 

 ヘッジ対象 

  借入金利息 

③ ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスク

をヘッジするため、変動金利

を固定金利にした金利スワ

ップ取引を利用して、将来の

金利上昇がキャッシュ・フロ

ーに及ぼす影響を限定して

おります。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップについては、

特例処理によっているため、

有効性の評価を省略してお

ります。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 

 

 

③ ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

 

 

 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 

 

 

③ ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

 

 

 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 

 

 

(7）その他四半期連結財務

諸表（連結財務諸表）

作成のための基本とな

る重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

５．四半期連結キャッシ

ュ・フロー計算書（連

結キャッシュ・フロー

計算書）における資金

の範囲 

 手許現金、要求払預金及び取

得日から３ヶ月以内に満期日

の到来する流動性の高い、容易

に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスク

しか負わない短期的な投資か

らなっております。 

同左 同左 

 

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の変更 

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成16年６月１日 

至 平成17年２月28日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日） 

－ （固定資産の減損に係る会計基準） 

当第３四半期連結会計期間から固定資

産の減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月９

日））及び「固定資産の減損に係る会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第６号 平成15年10月31日）を適用し

ております。これによる損益に与える影

響はありません。 

－ 
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注記事項 

（第３四半期連結貸借対照表関係）  

前第３四半期連結会計期間末 
（平成17年２月28日） 

当第３四半期連結会計期間末 
（平成18年２月28日） 

前連結会計年度 
（平成17年５月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

38,934千円 

 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

72,906千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

49,162千円 

※２．担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のと

おりであります。 

 定期預金   6,000千円 

 担保付債務は次のとおりであり

ます。 

 長期借入金  6,000千円 

 

※２．担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のと

おりであります。 

 定期預金   6,000千円 

 担保付債務は次のとおりであり

ます。 

 長期借入金  6,000千円 

 

※２．担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のと

おりであります。 

 定期預金   6,000千円 

 担保付債務は次のとおりであり

ます。 

 長期借入金  6,000千円 

 

※３．消費税等の取扱い 

    仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ、金額的重要性

が乏しいため、流動資産の「その

他」に含めて表示しております。 

 

※３．消費税等の取扱い 

同左 

※３．       － 

 

 

（第３四半期連結損益計算書関係）  

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成16年６月１日 

至 平成17年２月28日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日） 

※１．販売費及び一般管理費の主なもの 

給与手当     246,969千円 

旅費交通費    118,585千円 

研究開発費    73,204千円 

製品保証引当金繰入  20,875千円 

 

※１．販売費及び一般管理費の主なもの

給与手当       310,246千円

旅費交通費      156,409千円

研究開発費      197,294千円

製品保証引当金繰入      16,731千円

※１．販売費及び一般管理費の主なもの

給与手当     343,182千円

旅費交通費    163,597千円

研究開発費    113,400千円

製品保証引当金繰入   24,542千円

※２．固定資産除却損 

建物附属設備     7,917千円 

工具、器具及び備品  531千円 

計       8,448千円 

 

※２．固定資産除却損 

工具、器具及び備品 1,185千円

 

※２．固定資産除却損 

建物及び構築物   7,915千円

工具、器具及び備品  531千円

  計       8,447千円

 

 



 

 - 13 -

（第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成16年６月１日 

至 平成17年２月28日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日） 

現金及び現金同等物の第３四半期期末残

高と第３四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 

現金及び現金同等物の第３四半期期末残

高と第３四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 

現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

（平成17年２月28日現在） （平成18年２月28日現在） （平成17年５月31日現在）
 
現金及び預金 1,450,613千円 

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金 

△53,421千円 

現金及び現金同等物 1,397,192千円 
  

 
現金及び預金 739,357千円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金 

△71,432千円

現金及び現金同等物 667,925千円
  

 
現金及び預金 654,363千円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金 

△57,923千円

現金及び現金同等物 596,440千円
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（リース取引関係） 

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成16年６月１日 

至 平成17年２月28日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日） 

１. リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

１.リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

１.リース物件の所有権が主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び第３四半期期末残高相

当額 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び第３四半期期末残高相当額 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額 

 

科目 
取得価額
相当額 

減価償却
累計額相
当額 

第３四半
期期末残
高相当額 

 千円 千円 千円 

車両運
搬具 

18,575 6,131 12,444 

合計 18,575 6,131 12,444 

  

 

科目 
取得価額
相当額 

減価償却
累計額相
当額 

第３四半
期期末残
高相当額

 千円 千円 千円

車両運
搬具 

18,575 10,012 8,563

工具、
器具及
び備品

5,600 1,050 4,549

ソフト
ウェア

3,500 656 2,843

合計 27,675 11,718 15,957

 

 

科目 
取得価額
相当額 

減価償却
累計額相
当額 

期末残高
相当額 

 千円 千円 千円

車両運
搬具 

18,575 7,101 11,474

合計 18,575 7,101 11,474

 

(2)未経過リース料第３四半期期末残高相当

額 

(2)未経過リース料第３四半期期末残高相当

額等 

 未経過リース料第３四半期期末残高相当

額 

(2)未経過リース料期末残高相当額 

 
１年内 4,045千円

１年超 8,659千円

計 12,705千円
  

 
１年内 10,893千円

１年超 5,225千円

計 16,119千円
  

 
１年内 4,112千円

１年超 7,606千円

計 11,718千円
  

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

(3)支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失 

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

 
支払リース料 3,829千円

減価償却費相当額 2,910千円

支払利息相当額 607千円
  

 
支払リース料 5,320千円

減価償却費相当額 4,617千円

支払利息相当額 620千円
  

 
支払リース料 3,854千円

減価償却費相当額 3,881千円

支払利息相当額 851千円
  

(4)減価償却費相当額の算定方法 (4)減価償却費相当額の算定方法 (4)減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数として、残存価

額を零とする定額法によっております。 

同左 同左 

(5)利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価

額相当額との差額を利息相当額とし、各

期への配分方法はについては、利息法に

よっております。 

(5)利息相当額の算定方法 

同左 

 

(5)利息相当額の算定方法 

同左 

 

２.オペレーティング・リース取引 

 未経過リース料 
 

１年内 3,468千円

１年超 5,202千円

計 8,670千円
 

２.オペレーティング・リース取引 

 未経過リース料 
 

１年内 3,468千円

１年超 1,734千円

計 5,202千円
 

２.オペレーティング・リース取引 

 未経過リース料 
 

１年内 3,468千円

１年超 4,335千円

計 7,803千円
 

－ 

 

(減損損失について) 

 リース資産に配分された減損損失はあ

りません。 

－ 
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(有価証券関係) 

前第３四半期連結会計期間末（平成 17 年２月 28 日現在） 

該当事項はありません。 

 

当第３四半期連結会計期間末（平成 18 年２月 28 日現在） 

該当事項はありません。 

 

前連結会計年度末（平成 17 年５月 31 日現在） 

該当事項はありません。 

 

(デリバティブ取引関係) 

前第３四半期連結会計期間末（平成 17 年２月 28 日現在） 

該当事項はありません。 

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除外して

おります。 

 

当第３四半期連結会計期間末（平成 18 年２月 28 日現在） 

該当事項はありません。 

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除外して

おります。 

 

前連結会計年度末（平成 17 年５月 31 日現在） 

該当事項はありません。 

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除外して

おります。 

 

 (セグメント情報) 

１．事業の種類別セグメント情報 

前第３四半期連結会計期間（自 平成 16 年６月１日 至 平成 17 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、製造及び販売を主

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。 

 

当第３四半期連結会計期間（自 平成 17 年６月１日 至 平成 18 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、製造及び販売を主

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。 

 

前連結会計年度（自 平成 16 年６月１日 至 平成 17 年５月 31 日） 

 当社グループは、同一セグメントに属する、ウェーハ検査装置及びウェーハ測定装置の開発、設計、製造及び販売を主

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。 

 

２．所在地別セグメント情報 

前第３四半期連結会計期間（自 平成 16 年６月１日 至 平成 17 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。 

 

当第３四半期連結会計期間（自 平成 17 年６月１日 至 平成 18 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。 

 

前連結会計年度（自 平成 16 年６月１日 至 平成 17 年５月 31 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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３．海外売上高 

前第３四半期連結会計期間（自 平成 16 年６月１日 至 平成 17 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。 

 

当第３四半期連結会計期間（自 平成 17 年６月１日 至 平成 18 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。 

 

前連結会計年度（自 平成 16 年６月１日 至 平成 17 年５月 31 日） 

海外売上高は、次のとおりであります。 

 欧州 東南アジア 北米 計 

Ⅰ 海外売上高 (千円) 240,000 179,987 172,276 592,263 

Ⅱ 連結売上高 (千円) － － － 3,622,445 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 (％） 6.6 5.0 4.8 16.3 

（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 

        (2)東南アジア……マレーシア、台湾 

        (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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(１株当たり情報) 

項目 
前第３四半期連結会計期間 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年２月28日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日） 

１株当たり純資産額 130.76円 340.71円 219.63円 

１株当たり四半期純損失金額

(△)又は当期純利益金額 

△58.08円 △91.66円 30.02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。 

なお潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額について

は、希薄化効果を有している潜

在株式が存在しないため記載

しておりません。 

（注）１株当たり四半期純損失金額(△)又は当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前第３四半期連結会計期間 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年２月28日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日） 

四半期純損失(△)又は当期純利益

（千円） 

△261,922 △457,392 135,373 

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

(△)又は当期純利益（千円） 

△261,922 △457,392 135,373 

期中平均株式数（株） 4,509,993 4,989,885 4,509,971 

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり四半期(当期)純

利益金額の算定に含めなかった潜在

株式の概要 

平成16年８月26日定時株主総

会で決議された新株予約権 

（新株予約権の数 500個 

普通株式   50,000株） 

平成16年８月26日定時株主総

会で決議された新株予約権 

（新株予約権の数  500個 

普通株式    50,000株） 

平成17年８月25日定時株主総

会で決議された新株予約権 

（新株予約権の数 1,000個 

普通株式   100,000株） 

平成16年８月26日定時株主総

会で決議された新株予約権 

（新株予約権の数 500個 

普通株式   50,000株） 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

 
５．その他 

該当事項はありません。 
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平成 18 年５月期  第３四半期財務・業績の概況（個別） 
                                       平成 18 年４月 12 日 

上場会社名 株式会社レイテックス （コード番号：6672 東証マザーズ） 

（ＵＲＬ http://www.raytex.com/ ）   

問 合 せ 先       代表者役職・氏名 代表取締役社長  髙村 淳 ＴＥＬ：（042）338‐2844 

              責任者役職・氏名 取締役管理本部長 井上 和英 

 

１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

① 四半期財務諸表の作成基準 ： 中間財務諸表作成基準 

② 近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

③ 会計監査人の関与 ： 有 

   四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規

則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のた

めの手続きを受けております。 

 

 

２．平成 18 年５月期第３四半期財務・業績の概況（平成 17 年６月１日 ～ 平成 18 年２月 28 日） 

(1) 経営成績の進捗状況 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      
四半期（当期） 

純 利 益       
 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

18 年５月期第 3四半期 1,981  (37.7) △613  ( － )  △665  ( － )  △414  ( － ) 

17 年５月期第 3四半期 1,439 (△3.1) △291  ( － ) △351  ( － )  △221  ( － ) 

(参考)17 年５月期 3,621         407         327          188         

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

 円    銭

18 年５月期第 3四半期 △82   99  

17 年５月期第 3四半期 △49   14  

(参考)17 年５月期 41   81  

 (注)売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。 

 

(2) 財政状態の変動状況 

 総 資 産 株 主 資 本      株主資本比率 
１株当たり 

株 主 資 本      

 百万円 百万円 ％ 円    銭

18 年５月期第 3四半期 7,835   1,899   24.2    357   74  

17 年５月期第 3四半期 6,178   640   10.4    141   98  

(参考)17 年５月期 6,360   1,050   16.5    232   92  

 
３．平成 18 年５月期の業績予想（平成 17 年６月１日 ～ 平成 18 年５月 31 日） 

1 株当たり年間配当金 
 売上高 経常利益 当期純利益

中間 期末  

 百万円 百万円 百万円 円   銭 円   銭 円   銭

通     期 5,400    515   266   － 12  00 12  00 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）50 円 17 銭 
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４.個別四半期財務諸表等 

(１)四半期貸借対照表 

  
前第３四半期会計期間末 
（平成17年２月28日） 

当第３四半期会計期間末 
（平成18年２月28日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年５月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金 ※2 1,379,841 657,905  586,538 

２．受取手形  243,388 231,114  410,629 

３．売掛金  1,091,008 2,594,117  2,418,860 

４．たな卸資産  2,507,210 2,799,057  1,990,472 

５．繰延税金資産  169,907 279,477  27,124 

６．その他 ※3 242,594 235,598  309,448 

貸倒引当金  △3,791 △7,971  △4,715 

流動資産合計   5,630,158 91.1 6,789,300 86.6  5,738,359 90.2

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※1 77,543 396,329  78,298 

２．無形固定資産  204,513 180,416  201,687 

３．投資その他の資産  266,008 469,385  341,796 

固定資産合計   548,065 8.9 1,046,131 13.4  621,782 9.8

資産合計   6,178,223 100.0 7,835,431 100.0  6,360,141 100.0
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前第３四半期会計期間末 
（平成17年２月28日） 

当第３四半期会計期間末 
（平成18年２月28日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．支払手形  581,764 607,739  509,034 

２．買掛金  571,806 562,011  430,632 

３．短期借入金  810,000 1,078,000  870,000 

４．１年以内返済予定長
期借入金 

 1,388,952 1,680,488  1,547,933 

５．未払法人税等  2,886 4,280  134,196 

６．製品保証引当金  22,757 31,600  24,542 

７．その他  68,287 77,043  84,772 

流動負債合計   3,446,454 55.8 4,041,163 51.6  3,601,110 56.6

Ⅱ 固定負債     

１．長期借入金 ※2 2,091,432 1,894,689  1,708,588 

固定負債合計   2,091,432 33.8 1,894,689 24.2  1,708,588 26.9

負債合計   5,537,887 89.6 5,935,852 75.8  5,309,699 83.5

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   413,000 6.7 1,072,200 13.7  413,000 6.5

Ⅱ 資本剰余金     

資本準備金  388,150 1,046,310  388,150 

資本剰余金合計   388,150 6.3 1,046,310 13.3  388,150 6.1

Ⅲ 利益剰余金     

第３四半期未処
理損失（△）又は
当期未処分利益 

 △160,638 △218,668  249,555 

利益剰余金合計   △160,638 △2.6 △218,668 △2.8  249,555 3.9

Ⅳ 自己株式   △174 △0.0 △263 △0.0  △263 △0.0

資本合計   640,336 10.4 1,899,578 24.2  1,050,442 16.5

負債・資本合計   6,178,223 100.0 7,835,431 100.0  6,360,141 100.0
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（２）四半期損益計算書 

 
前第３四半期会計期間 

（自 平成16年６月１日 
至 平成17年２月28日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18年２月28日） 

前事業年度の要約損益計算書
（自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  1,439,062 100.0 1,981,247 100.0  3,621,174 100.0

Ⅱ 売上原価  810,913 56.4 1,385,991 70.0  1,919,691 53.0

売上総利益  628,149 43.6 595,256 30.0  1,701,483 47.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費  919,534 63.8 1,208,577 61.0  1,293,759 35.7

営業利益又は営業

損失(△) 
 △291,385 △20.2 △613,320 △31.0  407,723 11.3

Ⅳ 営業外収益 ※1  1,216 0.1 22,154 1.1  1,611 0.0

Ⅴ 営業外費用 ※2  61,293 4.3 74,771 3.7  81,962 2.3

経常利益又は経常
損失(△)  △351,463 △24.4 △665,936 △33.6  327,372 9.0

Ⅵ 特別利益 ※3  196 0.0 － －  － －

Ⅶ 特別損失 ※4  788 0.1 1,185 0.1  788 0.0

税引前四半期純損
失(△)又は税引前
当期純利益 

 △352,054 △24.5 △667,122 △33.7  326,584 9.0

法人税、住民税及び
事業税 860 3,204  127,441 

法人税等調整額 △131,280 △130,420 △9.1 △256,221 △253,017 △12.8 10,583 138,025 3.8

四半期純損失(△)
又は当期純利益  △221,634 △15.4 △414,104 △20.9  188,558 5.2

前期繰越利益  60,996 195,436   60,996

第３四半期未処理
損失(△)又は当期
未処分利益 

 △160,638 △218,668   249,555
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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項   

期  別 
 
項  目 

前第３四半期会計期間 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年２月28日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日） 

１．資産の評価基準及び評

価方法 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社 

株式 

  移動平均法による原価法 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社 

株式 

同左 

 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社 

株式 

同左 

 

 (2）たな卸資産 

① 製品・商品・仕掛品 

個別法による原価法 

② 原材料 

月次総平均法による原

価法 

③ 貯蔵品 

終仕入原価法 

(2）たな卸資産 

① 製品・商品・仕掛品 

同左 

② 原材料 

同左 

 

③ 貯蔵品 

同左 

(2）たな卸資産 

① 製品・商品・仕掛品 

同左 

② 原材料 

同左 

 

③ 貯蔵品 

同左 

２．固定資産の減価償却の

方法 

(1）有形固定資産 

定率法を採用しておりま

す。 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

工具、器具及び備品  

４～８年 

(1）有形固定資産 

定率法を採用しておりま

す。 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物   15～50年 

工具、器具及び備品  

４～８年 

 

(1）有形固定資産 

同左 

 

 (2）無形固定資産 

① 市場販売目的のソフト

ウェア 

見込み販売期間（3年）

による定額法 

② 自社利用目的のソフト

ウェア 

社内における見積利用

期間（5年）による定額法

(2）無形固定資産 

 (ｲ)ソフトウェア 

① 市場販売目的のソフト

ウェア 

見込み販売期間（3年）

による定額法 

② 自社利用目的のソフト

ウェア 

社内における見積利用

期間（5年）による定額法

 (ﾛ)特許権 

   定額法を採用しておりま

す。なお、償却年数は８年

であります。 

(2）無形固定資産 

 (ｲ)ソフトウェア 

① 市場販売目的のソフト

ウェア 

同左 

 

② 自社利用目的のソフト

ウェア 

同左 

 

 (ﾛ)特許権 

同左 
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期  別 
 
項  目 

前第３四半期会計期間 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年２月28日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日） 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒

れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しており

ます。 

 

(2）製品保証引当金 

 製品のアフターサービスに

伴う費用の支出に備えるた

め、当該製品の売上高に対し

過去のアフターサービス費用

発生の実績率に基づいて計上

しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2）製品保証引当金 

同左 

 

(1）貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2）製品保証引当金 

同左 

 

４．外貨建の資産及び負債

の本邦通貨への換算基

準 

 外貨建金銭債権債務は、四半

期決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。 

同左  外貨建金銭債権債務は、決算

日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。 

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

同左 同左 



－  － 
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期  別 
 
項  目 

前第３四半期会計期間 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年２月28日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日） 

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては、

特例処理の要件を満たして

おりますので、特例処理を採

用しております。 

 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段 

  金利スワップ 

 ヘッジ対象 

  借入金利息 

 

(3）ヘッジ方針 

借入金の金利変動リスク

をヘッジするため、変動金利

を固定金利にした金利スワ

ップ取引を利用して、将来の

金利上昇がキャッシュ・フロ

ーに及ぼす影響を限定して

おります。 

 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップについては、

特例処理によっているため、

有効性の評価を省略してお

ります。 

 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

同左 

ヘッジ対象 

同左 

 

(3）ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 

 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

同左 

ヘッジ対象 

同左 

 

(3）ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 

 

７．その他四半期財務諸表

（財務諸表）作成のた

めの基本となる重要な

事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

 

消費税等の会計処理 

同左 

 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理方法の変更   

前第３四半期会計期間 
（自 平成16年６月１日 

至 平成17年２月28日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日） 

当社は従来、国内の売上高の計上基準

については、出荷基準を採用しておりま

したが、当第３四半期会計期間より装置

の据付完了をもって引渡し、これをもっ

て売上計上を認識する引渡基準に変更し

ました。この変更は、前事業年度上期に

おいて国内の大口の販売代理店契約を解

消したことに伴い、前下期よりユーザー

への直接販売が増加しており、今後はユ

ーザーへの直接販売が当社の主要な販売

方法となると予想され、当社のサービス

担当者が装置の据付設置を指導し据付完

了の確認後に引渡すことにより売上計上

を行うことが、売上計上の確実性の観点

からより望ましいものと考えられるため

行ったものであります。この結果、従来

の方法によった場合と比較し、当第３四

半期会計期間の売上高は38,000千円減少

し、売上原価は15,062千円減少したため、

売上総利益は22,937千円減少し、営業損

失、経常損失及び税引前四半期純損失は

22,937千円増加しております。 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当第３四半期会計期間から固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会 平成14年８月９日））

及び「固定資産の減損に係る会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第６

号 平成15年10月31日）を適用しておりま

す。これによる損益に与える影響はあり

ません。 

当社は従来、国内の売上高の計上基準

については、出荷基準を採用しておりま

したが、当事業年度より装置の据付完了

をもって引渡し、これをもって売上計上

を認識する引渡基準に変更しました。こ

の変更は、前事業年度上期において国内

の大口の販売代理店契約を解消したこと

に伴い、前下期よりユーザーへの直接販

売が増加しており、今後はユーザーへの

直接販売が当社の主要な販売方法となる

と予想され、当社のサービス担当者が装

置の据付設置を指導し据付完了の確認後

に引渡すことにより売上計上を行うこと

が、売上計上の確実性の観点からより望

ましいものと考えられるため行ったもの

であります。なお、当事業年度において

は従来の方法に比較して損益に与える影

響はありません。 
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注記事項 

（第３四半期貸借対照表関係）   

前第３四半期会計期間末 
（平成17年２月28日） 

当第３四半期会計期間末 
（平成18年２月28日） 

前事業年度 
（平成17年５月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

38,046千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

67,302千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

47,821千円 

 

※２ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次の

とおりであります。 

 定期預金   6,000千円 

 担保付債務は次のとおりであ

ります。 

 長期借入金  6,000千円 

 

※２ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次の

とおりであります。 

 定期預金   6,000千円 

 担保付債務は次のとおりであ

ります。 

 長期借入金  6,000千円 

 

※２ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次の

とおりであります。 

 定期預金   6,000千円 

 担保付債務は次のとおりであ

ります。 

 長期借入金  6,000千円 

 

※３ 消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ、金額的重要性が乏

しいため、流動資産の「その他」に

含めて表示しております。 

※３ 消費税等の取扱い 

同左 

 

 

※３     － 
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（第３四半期損益計算書関係）   

前第３四半期会計期間 
（自 平成16年６月１日 

至 平成17年２月28日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日） 

※１  営業外収益のうち主要なもの 

    受取利息     142千円 

※１  営業外収益のうち主要なもの 

    受取利息       148千円 

為替差益    16,189千円 

 

※１  営業外収益のうち主要なもの 

    受取利息     222千円 

 

※２  営業外費用のうち主要なもの 

    支払利息    53,391千円 

※２  営業外費用のうち主要なもの 

    支払利息    56,079千円 

    新株発行費    9,230千円 

 

※２  営業外費用のうち主要なもの 

    支払利息    72,646千円 

※３  特別利益のうち主要なもの 

    貸倒引当金戻入益  196千円 

 

※３     － 

 

※３     － 

※４  特別損失のうち主要なもの 

  建物除却損     788千円 

 

 

 

５  減価償却実施額 

有形固定資産  14,408千円 

無形固定資産  16,526千円 

※４  特別損失のうち主要なもの 

    工具、器具及び備品   

    除却損      1,185千円 

 

 

５  減価償却実施額 

    有形固定資産  25,999千円 

    無形固定資産  22.121千円 

※４  特別損失のうち主要なもの 

   建物除却損    256千円 

    工具、器具及び備品   

    除却損       531千円 

 

５  減価償却実施額 

    有形固定資産  20,786千円 

    無形固定資産  24,551千円 
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(リース取引関係) 

前第３四半期会計期間 
（自 平成16年６月１日 

至 平成17年２月28日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日） 

１. リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

１.リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

１.リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び第３四半期期末残高相

当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び第３四半期期末残高相当額 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額 

 

科目 
取得価額
相当額 

減価償却
累計額相
当額 

第３四半
期期末残
高相当額 

 千円 千円 千円 

車両運
搬具 

18,575 6,131 12,444 

合計 18,575 6,131 12,444 

  

 

科目 
取得価額
相当額 

減価償却
累計額相
当額 

第３四半
期期末残
高相当額

 千円 千円 千円

車両運
搬具 

18,575 10,012 8,563

工具、
器具及
び備品

5,600 1,050 4,549

ソフト
ウェア

3,500 656 2,843

合計 27,675 11,718 15,957

 

 

科目 
取得価額
相当額 

減価償却
累計額相
当額 

期末残高
相当額 

 千円 千円 千円

車両運
搬具 

18,575 7,101 11,474

合計 18,575 7,101 11,474

 

(2)未経過リース料第３四半期期末残高相当額 (2)未経過リース料第３四半期期末残高相当額

等 

  未経過リース料第３四半期期末残高相当額 

(2)未経過リース料期末残高相当額 

 
１年内 4,045千円

１年超 8,659千円

計 12,705千円
  

 
１年内 10,893千円

１年超 5,225千円

計 16,119千円
  

 
１年内 4,112千円

１年超 7,606千円

計 11,718千円
  

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失 

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

 
支払リース料 3,829千円

減価償却費相当額 2,910千円

支払利息相当額 607千円
  

 
支払リース料 5,320千円

減価償却費相当額 4,617千円

支払利息相当額 620千円
  

 
支払リース料 3,854千円

減価償却費相当額 3,881千円

支払利息相当額 851千円
  

(4)減価償却費相当額の算定方法 (4)減価償却費相当額の算定方法 (4)減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数として、残存価

額を零とする定額法によっております。 

同左 同左 

(5)利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価

額相当額との差額を利息相当額とし、各

期への配分方法はについては、利息法に

よっております。 

(5)利息相当額の算定方法 

同左 

 

(5)利息相当額の算定方法 

同左 

 

２.オペレーティング・リース取引 

 未経過リース料 

１年内 3,468千円

１年超 5,202千円

計 8,670千円
 

２.オペレーティング・リース取引 

 未経過リース料 
 

１年内 3,468千円

１年超 1,734千円

計 5,202千円
 

２.オペレーティング・リース取引 

 未経過リース料 
 

１年内 3,468千円

１年超 4,335千円

計 7,803千円
 

－ 

 

(減損損失について) 

 リース資産に配分された減損損失はあり

ません。 

－ 
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（有価証券関係）   

前第３四半期会計期間 
（自 平成16年６月１日 

至 平成17年２月28日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日） 

子会社株式で時価評価のあるもの 

 該当事項はありません。 

子会社株式で時価評価のあるもの 

 該当事項はありません。 

子会社株式で時価評価のあるもの 

 該当事項はありません。 

 

（１株当たり情報） 

前第３四半期会計期間 
（自 平成16年６月１日 

至 平成17年２月28日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日） 

１株当たり純資産額          

141.98円 

１株当たり四半期純損失金額       

49.14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。 

 

１株当たり純資産額      

357.74円 

１株当たり四半期純損失金額  

           82.99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。 

 

１株当たり純資産額         

232.92円 

１株当たり当期純利益金額       

41.81円 

 

なお潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額については、希薄化効果を有し

ている潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。 

（注）１株当たり四半期純損失金額(△)又は当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前第３四半期会計期間 

（自 平成16年６月１日 
至 平成17年２月28日）

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日）

１株当たり四半期(当期)純利益金額    

四半期純損失(△)又は当期純利益（千円） △221,634 △414,104 188,558 

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(△)又は 

当期純利益（千円） 
△221,634 △414,104 188,558 

期中平均株式数（株） 4,509,993 4,989,885 4,509,971 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり四半期(当期)純利益金額の算

定に含めなかった潜在株式の概要 

平成16年８月26日定時株

主総会で決議された新株

予約権 

(新株予約権の数  500個

 普通株式   50,000株)

平成16年８月26日定時株

主総会で決議された新株

予約権 

(新株予約権の数 500個 

 普通株式   50,000株) 

平成17年８月25日定時株

主総会で決議された新株

予約権 

(新株予約権の数 1,000個 

 普通株式  100,000株) 

平成16年８月26日定時株

主総会で決議された新株

予約権 

(新株予約権の数  500個

 普通株式   50,000株)

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

 

５．その他 

該当事項はありません。 

 


