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平成 18年５月期  決算短信（連結）                平成18年７月18日 

上 場 会 社 名         株式会社レイテックス                  上場取引所    東証マザーズ 

コ ー ド 番 号          6672                   本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ  http://www.raytex.com） 
代  表  者  代表取締役社長   髙村 淳  
問合せ先責任者  取締役管理本部長  井上和英       ＴＥＬ (042)338－2844 
決算取締役会開催日 平成18年７月18日 
米国会計基準採用の有無  無          
                                          
 
１． 18年５月期の連結業績（平成17年６月１日～平成18年５月31日） 
(1) 連結経営成績                                   （百万円未満切捨） 

 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

18年５月期 4,875 （34.6） 297 （△17.8） 214 （△23.7）
17年５月期 3,622 （ － ） 362 （  －  ） 281 （  －  ）

 

 当期純利益 
１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

自己資本 

当期純利益率 

総資産経

常利益率

売上高

経常利益率

 百万円    ％ 円  銭 円   銭 ％ ％ ％

18年５月期 103 （△23.2） 20   53 －   － 6.2 2.8 4.4

17年５月期 135 （  －  ） 30   02 －   － 14.0 － 7.8
(注)①持分法投資損益     18年５月期   －百万円    17年５月期   －百万円   
    ②期中平均株式数(連結) 18年５月期 5,063,731株    17年５月期 4,509,971株 
    ③会計処理の方法の変更   無 
    ④平成17年５月期から初めて連結財務諸表を作成したため、対前期増減比率の表示はしておりません。 
 
(2)連結財政状態                                  （百万円未満切捨） 

 総 資 産     純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 
 百万円 百万円 ％  円  銭

18年５月期 8,842 2,364 26.7          445   29 
17年５月期 6,304 990 15.7          219   63 

(注)期末発行済株式数（連結）18 年５月期 5,310,000 株   17 年５月期  4,510,000 株 
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況                          （百万円未満切捨）  

 
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 △1,371 △239 2,263 1,250 

17年５月期 △1,398 △446 1,713 596 

 

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

   連結子会社数  １社  持分法適用非連結子会社数  －社  持分法適用関連会社数  －社 
 
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

   連結 (新規)  －社 (除外)   －社    持分法 (新規)   －社 (除外)   －社 
 
２．19年５月期の連結業績予想（平成18年６月１日～平成19年５月31日）       （百万円未満切捨） 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

中 間 期 2,123 △282 △184 

通   期 7,013 666 349 
 (参考)１株当たり予想当期純利益（通期）  65円 74銭 
 
 (注)上記予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。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結果となる可能性があります。上記予想に関する事項については、添付資料４ページをご参照ください。 
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１．企業集団の状況 

 当社グループは、当社及び子会社１社により構成されています。当社グループは、半導体製造工程のうち主として前

工程（ウェーハ製造、マスク、ウェーハプロセス等の各工程）において使用されるウェーハ検査装置、ウェーハ測定装

置の開発、設計及び販売を主たる業務としており、ウェーハメーカー及びデバイスメーカーを主なユーザーとしていま

す。 

 当社グループは検査装置、測定装置の開発及び製品の 終的な調整、カスタマイズに重点を置くため、製造工場を保

有せず協力工場に生産を委託しています。 

 また、北米ユーザーにつきましては、サービスサポートを当社の子会社であるRAYTEX USA CORPORATIONにて行ってお

ります。 

 

サービスサポート 

委託 

国内ユーザー 海外ユーザー 
北米ユーザー 

㈱レイテックス 

装置メーカー等 

仕入 生産委託 半製品仕入 

販売代理店 

販売 

販売 

協力工場 

RAYTEX USA CORPORATION 
販売及び 

サービスサポート 

販売及び 

サービスサポート 

サービスサポート 

 

  

２．経営方針 

（１）経営の基本方針 

 当社グループはまだ競合の存在しない新しい市場を自ら創造し、確かなノウハウを蓄積、マーケットの揺るぎのない

マジョリティを獲得することを経営方針としております。半導体業界の多種多様なニーズの中で、これまで誰も注目し

なかったウェーハのエッジ部分の検査に特化し、業界内のオンリーワン製品を開発するなど、創業以来、独自のマーケ

ティング力でいち早く市場を開拓しシェアを獲得することで、ビジネスの拡大を目指しております。また、当社グルー

プは、製造工場を保有せず、製品の開発、 終的な調整及びカスタマイズに主体を置き、協力工場に生産を委託するこ

とにより、リスクの低減を図っております。 

 

（２）利益配分に関する基本方針 

 当社グループは、利益配分につきましては、業績や財務体質の強化並びに将来の成長などを総合的に勘案のうえ配当

することを基本方針としております。内部留保資金につきましては、経営体質の強化及び研究開発活動等、将来の事業

展開に備えることとし、純資産利益率の向上を図ってまいりたいと考えております。なお、今期の配当は、普通配当12

円を予定しております。 

 

（３）投資単位の引下げに関する基本方針 

  当社グループは、投資単位の引下げが、投資家層及び株式の流動性を拡大し、適正な株価が形成されることに寄与す

る有効な施策の一つであると考えております。このような考え方から、市場の要請、費用対効果等を含め総合的に検討

してまいります。 
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（４）目標とする経営指標 

当社グループは、ウェーハメーカー及びデバイスメーカーとの取引拡大を図るとともに、収益の拡大を企画しており

ますが、収益のみでなく、財務体質の強化も重視してまいります。なお、当社グループは成長期にあるため計数比較が

あまり有効ではないことから、経営指標を掲げることは控えております。 

 

（５）中長期的な経営戦略 

 主力製品であるウェーハ検査装置については、これまでその使用目的は主にウェーハメーカーの出荷検査であり、一

部デバイスメーカーに採用された実績もありますが、大半がウェーハメーカーに対して納入されてきました。当社グ

ループでは現在、デバイスメーカーにおける製品の受け入れ検査または歩留まり向上のための各工程間の自動検査への

利用拡大を目指しております。 

 

（６）会社の対処すべき課題 

 当面当社グループが対応すべき課題は以下のとおりです。 

エッジ検査の有用性についての認識の向上により、300mmウェーハ検査から200mmウェーハ全量検査への波及、デバイス

メーカーによる装置導入など、当社製品の需要も高まると考えられ、当社グループとしては、需要の増加に対応できる

体制を構築していく必要があります。当社グループは比較的小規模であり、生産、開発、サービス、営業、管理の各部

門にわたって社内体制の充実に努める所存です。 

① 経営の安定のためには顧客数の増加、デバイスメーカーなど販売対象の拡大が必要と考えております。当社グルー

プでは、大手ウェーハメーカーのすべてに納入することにより、EdgeScanをデファクトスタンダードとして、参入障壁

をより強固なものにする所存です。また、デバイスメーカーには、エッジの自動検査の有用性をアピールし、取引先の

拡大を図る所存であります。 

② 当社グループをとりまく半導体業界の要求する製品のレベルは日進月歩で進んでおり、開発及び改良については、

常に顧客のニーズに合致したものを提供し続けることが必要と考えております。 

③ 資金調達余力の拡大及び多様化を図るとともに、財務指標等の管理を的確に実施することが必要と考えております。 

 
（７）関連当事者との関係に関する基本方針 

 関連当事者との取引については、市場価格を勘案し、その都度交渉のうえ取引価格を決定しております。 
 

（８）親会社等に関する事項 

 当社は、親会社を有しないため、該当事項はありません。 

 
 

３．経営成績及び財政状態 

   （１）経営成績 

 当連結会計年度におけるわが国の経済は、原油価格の高騰や材料・素材価格の上昇などの影響が懸念されましたが、

個人消費や民間設備投資の回復を中心にしたGDP(国内総生産)の堅調な伸びに示されるように、景気の回復がうかがえる

状況となりました。 

当社グループの参画しております半導体業界におきましても、DVDレコーダ、薄型テレビおよびデジタルカメラなどの

デジタル家電に用いられる半導体の需要増加に伴い、ウェーハメーカー及びデバイスメーカー生産設備投資の増加が続

きました。 

このような状況から、引き続きウェーハメーカーに対しては、増強された300mmウェーハの設備投資に対して営業活動

を行う一方で、現時点では300mmウェーハより生産量の多い200mmウェーハの検査についての有効性もアピールすること

で市場の拡大を目指しました。また、NanoPro NP1の開発の進展により、より広範囲な顧客のニーズを満たせるようにな

りました。 

また同時に、顧客の多様化を目指し、より市場規模の大きい国内外のデバイスメーカーへの販路拡大施策として、ア

メリカ、韓国、台湾及びヨーロッパにおいて営業も増強してまいりました。 

以上の結果、売上高は4,875百万円、経常利益214百万円、当期純利益103百万円となりました。 

 営業品目別の売上高は次のとおりであります。 

ウェーハ検査装置におきましては、国内ウェーハメーカーの設備投資が、国内工場での300mmウェーハ向けの増加、海

外工場での検査充実に対する展開により、堅調に推移したことに加え、アジア地区のウェーハメーカーへの出荷も増加
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しました。この結果、売上高は3,672百万円となりました。ウェーハ測定装置におきましては、以前より取引のある

ウェーハメーカーへの販売を継続しました。この結果、売上高は452百万円となりました。商品・その他におきましては、

米国Therma-Wave社製薄膜測定装置及びイオンドーズモニターを国内デバイスメーカー向けに出荷しました。この結果、

売上高は750百万円となりました。 

 

  （２）財政状態 

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度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654,547千円増加し、

1,250,987千円となりました。また、当連結会計年度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、1,371,777千円(前連結会計年度比1.9％減)となりました。これは、税金等調整前当

期純利益を215,433千円計上した一方、売上債権が1,249,321千円増加したこと及びたな卸資産が586,177千円増加したこ

と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239,953千円(前連結会計年度比46.2％減)となりました。これは、有形固定資産の取得

による支出が494,031千円あったことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は、2,263,021千円(前連結会計年度比32.0％増)となりました。これは、主として長期借

入金の返済による支出1,747,209千円があったものの、長期借入金の借入れによる収入が2,170,000千円あったこと及び

新株式の発行による収入が1,308,129千円あったことによるものであります。 

なお、当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下表のとおりです。 

 
平成16年５月期 

非連結 

平成17年５月期 

連結 

平成18年５月期 

連結 
 

自己資本比率（％） 21.4 15.7 26.7  

時価ベースの自己資本比率（％） 448.5 130.9 85.3  

債務償還年数（年） ― ― ―  

インタレスト・カバレッジ・レシオ ― ― ―  

     自己資本比率：自己資本／総資産 

     時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

株式時価総額：期末株価終値×期末発行済株式総数 

注１. 平成16年５月期までは連結財務諸表を作成していないことから非連結ベース、平成17年５月期からは

連結ベースの財務数値により計算しております。 

注２. 営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスであったため、債務償還年数、インタレスト・カバ

レッジ・レシオは記載しておりません。 

 

   （３）来期の見通し 

 次期においても国内・外ウェーハメーカは、積極的に300mmウェーハの増産を計画しており、受注及び売上の増加が見

込まれます。また200mmウェーハでは、要求品種・品質の高度化により全量検査などの品質改善需要が見込まれ、受注が

増加傾向にあります。デバイスメーカー市場については、本格的に市場が立ち上がつつあり、競争の激化が予想されま

すが、国内市場では、圧倒的なシェアを確保できる見込みであります。NanoPro NP1などの新規ウェーハ測定装置は、本

格的な評価段階に入り、量産展開を予定しております。 

 よって、次期の業績見通しにつきましては、中間期では、売上高2,123百万円、営業損失184百万円、経常損失282百万

円、中間純損失184百万円を、通期では、売上高7,013百万円、営業利益831百万円、経常利益666百万円、当期純利益349

百万円を予定しております。 
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４．事業等のリスク 

 以下に当社グループの事業展開上のリスク要因と考えられる主な事項を記載しております。当社グループは、これら

のリスク発生の可能性を認識した上で、その発生の回避及び発生時の対応に努める方針ですが、投資判断は以下の特別

記載事項及び本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行われる必要があると考えます。また以下の記載は当社株式へ

の投資に関連するリスクを全て網羅するものではありませんので、この点にご留意ください。 

 

（１）ウェーハ検査装置及び測定装置の市場について  

 半導体業界で使用されているシリコンウェーハは、現在、直径200㎜ウェーハが主流でありますが、各社の設備投資の

結果300㎜ウェーハへと大型化が進んでいます。300㎜ウェーハは200㎜ウェーハに比べ、厚さは同じでも表面積は2.25倍

であり、半導体の製造工程において割れやすくなっています。その原因の１つとしてウェーハエッジの欠陥の存在があ

げられ、半導体業界ではエッジ検査の有用性が認識されてきていますが、ウェーハエッジの自動検査は 近になって普

及してきたものである上、半導体回路の線幅は微細化の傾向にあり、ウェーハ表面の凹凸により隣接回路が接触する不

良を防ぐため平坦度や凹凸の測定の重要性が増してきたのも 近のことです。したがって、当社製品の市場規模を客観

的に推し量る指標はありません。 

主力製品であるウェーハ検査装置については、これまでその使用目的は主にウェーハメーカーの出荷検査であり、一

部デバイスメーカーに採用された実績もありますが、大半がウェーハメーカーに対して納入されてきました。エッジ検

査の有用性についての認識の向上により、一部のウェーハメーカーでは300mmウェーハ検査に続いて、200mmウェーハの

全数検査への導入を開始したところであり、今後は当社製品の需要が高まるものと考えられますが、すべてのウェーハ

メーカーが200㎜ウェーハの全数検査を実施する保証はありません。 

また、当社グループでは現在、ウェーハ検査装置及び測定装置のデバイスメーカーにおける製品の受け入れ検査また

は歩留まり向上のための各工程間の自動検査への利用拡大を目指しております。ただし、ウェーハメーカーの出荷検査

用としては多くの企業に採用されましたが、今後デバイスメーカーにおいて、上記目的のために採用される保証はなく、

採用がなされない場合には、当社製品の市場規模はきわめて限定されたものとなる可能性があります。 

 

（２）半導体業界の設備投資の影響について 

 現在、半導体業界においては、300mmウェーハでの歩留まりの改善が重要課題となっており、当社製品はその改善のひ

とつの重要な解決策として注目されています。多くのウェーハメーカーに採用されていますが、デバイスメーカーにお

いては、エッジの自動検査についてはまだ緒に着いたばかりと考えております。したがって、デバイスメーカーによる

エッジ検査にかかる市場はまだ新しく、設備投資動向の影響は現在のところ当社グループにとっては小さいものと考え

ます。デバイスメーカーには、エッジの自動検査の有用性をアピールし、取引先の拡大を図る所存でありますが、半導

体業界において設備投資が抑えられた場合、当社グループの経営成績に影響が生じる可能性があります。 

 また、当社グループでは平成16年５月期より、ウェーハプロセスにおいて多くのデバイスメーカーに採用されている、

米国Therma-Wave社製の薄膜測定装置及びイオンドーズモニターの日本国内における独占販売権を、セキテクノトロン㈱

より取得して取り扱いを開始しており、商品売上の中核となっております。同商品はまた、ウェーハメーカーに対する

売上高が大半だった当社グループとしては、今後デバイスメーカーへの営業を進める上で役立つものと考えております。 

しかし、同商品の販売高は半導体業界の設備投資動向の影響を受ける可能性があります。 
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（３）特定の販売先またはユーザーへの依存について 

第16期、第17期及び第18期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。 

第16期 
（自 平成15年６月１日 

至 平成16年５月31日）

第17期 
（自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日）

第18期 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日）相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

三益半導体工業㈱ 1,335,896 41.7 791,039 21.8 1,518,773 31.2 

横河マニュファクチャリング㈱ － － － － 872,487 17.9 

㈱ＳＵＭＣＯ － － 516,171 14.2 499,616 10.2 

㈱東芝セミコンダクター社 380,000 11.9 － － － － 

（注） １．第17期より連結財務諸表を作成しているため、第16期は単体ベースの実績であります。 

 ２．三益半導体工業㈱との取引は、主として信越半導体㈱以下信越半導体グループに対する購買窓口会社として

の取引であります 

 ３．横河マニュファクチャリング㈱に対する第16期及び第17期の販売実績、㈱ＳＵＭＣＯに対する第16期の販売

実績並びに㈱東芝セミコンダクター社に対する第17期及び第18期の販売実績は、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。 

 

 当社製商品のユーザーは、ウェーハメーカー及びデバイスメーカーであり、業界内の企業数も限定されていることか

ら、特定のユーザーへの依存度が高くなる傾向にあります。依存度の高いユーザーの設備投資動向や方針等により、当

社の業績は影響を受ける可能性があります。特に、当社では、三益半導体工業㈱を経由して販売している信越半導体㈱

を中心とした信越半導体グループに対する売上依存度が高くなっております。 

 

（４）製品の販売制限の可能性について 

 当社グループは、それぞれのユーザーの目的に適合した検査を実施するため、ユーザーとの共同によるデータサンプ

ルの収集ほか研究開発を行っております。このため、共同開発の成果に基づいた製品については、契約に基づき、当該

ユーザー以外の相手先に対して販売できないことがあります。 

 

（５）競合について 

 当社グループでは、ウェーハエッジ自動検査装置については、構造特許を取得し、多くのユーザーと長年にわたって

の共同研究を進め、ノウハウを蓄積するほか、裏面検査装置との複合化も進めてまいりました。このため、当社グルー

プとしては高い参入障壁を構築しているものと考えております。ただし、当社グループをとりまく半導体業界の要求す

る製品のレベルは日進月歩で進んでおり、開発及び改良については、常に顧客のニーズに合致したものを提供し続ける

必要があります。また、将来、予想もしない画期的な競合技術が登場する可能性は否定できず、劇的な技術革新が生じ、

当社グループが技術革新に対応できない場合、当社グループの経営成績に影響が生じる可能性があります。 

 

（６）サポート拠点の整備について 

 当社グループの販売する製品は、その性格上出荷後においても有償・無償のメンテナンスサポートが必要となってお

り、シリコンウェーハの製造ラインで使用されている当社グループの検査装置に故障が発生した場合、当該装置の復旧

まで出荷が停止してしまうため、装置の納入時及び納入後も迅速なサポート体制が要求されます。シリコンウェーハの

生産においては、日本企業が世界市場の約75％を占めており、当社グループとしても日本企業を中心にサポートしてま

いりました。当社グループのサポート拠点は、シリコンウェーハの主要な生産地である東北地区及び九州地区の２箇所

となっております。また、当社グループでは平成16年７月に米国に子会社を設立し、大手ＣＰＵメーカーと共同で検査

データの収集を行っております。取引先の拡大のためには、今後サポート拠点の拡充が必要と考えておりますが、迅速

な対応ができない場合は、当社グループの経営成績に影響が生じる可能性があります。 
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（７）ファブレス経営について 

 当社は、製造設備を保有せず、装置の製造は協力会社に委託し、 終の一部組立、調整等のみを行っております（い

わゆるファブレス経営）。従来は、当社製品及び自動エッジ検査の有用性が市場に認識されておらず、売上高の水準も

高くありませんでしたので、比較的小規模な特定生産委託業者を協力会社としておりましたが、当社製品の有用性が市

場に認知されるにつれ、出荷台数も増加傾向にあり、製造能力の増強が要求されております。当社では、大規模な生産

設備を持つ企業へ当社製品の製造委託を開始し、業容拡大時のリスク軽減に努めております。当社と、仕入先、外注先

との関係は良好でありますが、何らかの理由で現仕入先、外注先との関係を維持できなくなった場合は、代替委託先の

選定及び技術指導にある程度の時間を要し、出荷スケジュールに遅れが発生する可能性があります。また、業容を拡大

していく上で安定的な外注先の確保ができない場合には、当社の経営成績に影響が生じる可能性があります。 

 

（８）品質管理について 

 当社グループは研究開発から、出荷、メンテナンスサービスに至るまで、製品の品質管理に細心の注意を払っており、

現在に至るまで、当社グループの製品の不具合等により発生した損害賠償請求等はありません。しかし、今後、当社グ

ループの検査装置の故障や不具合を原因として、顧客の生産ラインに支障をきたした場合等、万が一ユーザーに損害が

発生した場合には、損害賠償等の請求を受ける可能性があります。かかる事態が生じた場合、当社グループの財政状態

及び経営成績に影響が生じる可能性があります。 

 

（９）運転資金負担について 

 当社の取扱う製品は、１台当たりの価格が高額なものとなっております。したがって、大量の受注が集中した場合に

は、相当の運転資金負担が予想されます。また、当社はこれまでの代理店を経由した販売方式から、ユーザーである

ウェーハメーカーやデバイスメーカーに対する直接販売方式に転換を進めており、今後売上債権の回収期間の長期化に

よって、運転資金需要がさらに増加する可能性があります。 

 

（10）財政状況について 

 当社グループは、過去内部留保が少なかった一方、急速な事業規模の拡大への対応として、運転資金の多くを金融機

関からの借り入れによってまかなってまいりました。その結果、平成18年５月期末現在、自己資本比率26.7％、借入金

依存度58.1％、となっております。今後は財務体質の強化に努める方針でありますが、金利動向等金融情勢の変化によ

り、当社グループの財政状態及び経営成績に影響が生じる可能性があります。 

  

（11）経営成績の季節変動について 

 当社製品については、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

タート時期に売上高が集中する傾向にあります。ウェーハメーカーは日本国内に集中しており、その決算月は３月が多

いことから、当社の売上高は、第４四半期（３月から５月）に集中する傾向があります。したがって、過去の当社の業

績は、下半期に売上高が多く、上半期は赤字になる傾向にありました。また、第４四半期に販売予定していた案件につ

いて期ずれが生じた場合、売上高が計画を大きく下回る可能性があります。 

 第16期 
（自 平成15年６月１日 

至 平成16年５月31日） 

第17期 
（自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日） 

第18期 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日） 

 上半期 通期 上半期 通期 上半期 通期 

売上高 1,038,732 3,205,893 972,375 3,622,445 1,247,195 4,875,210

営業利益 △24,241 352,814 △181,377 362,037 △430,257 297,645

経常利益 △43,542 275,616 △223,190 281,852 △458,505 214,940

当期純利益 △32,848 147,338 △147,946 135,373 △296,916 103,960

（注） 第17期より連結財務諸表を作成しているため、第16期は単体の営業成績であります。 
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（12）会社組織について 

①小規模組織であること 

 当社は平成18年5月31日現在、取締役５名、監査役３名、従業員83名の小規模組織であります。 

 現在の人員は、今後の業務拡大を見据えた上で採用をしてきたものですが、急激な業務拡大が生じた場合、内部管理

体制及び業務遂行体制等において、十分な人的・組織的対応が取れない可能性があります。また、当社は、今後、事業

の拡大に合せた業務遂行体制の充実に努めてまいりますが、小規模組織で人的資源に限りがある中、個々の役職員の働

きに依存しているため、役職員に業務遂行上の支障が生じた場合、あるいは社員が社外流出した場合には、当社グルー

プの業務に支障をきたすおそれがあります。 

②代表取締役社長髙村淳への依存度について 

 当社グループは小規模であり、事業活動における主要な部分を代表取締役社長髙村淳に依存しております。同氏は昭

和63年に当社を設立し、以後、代表取締役を務めるとともに、当社の筆頭株主（平成18年５月31日現在、持株比率

27.3％（直接））でもあります。同氏は、経営方針や戦略の決定をはじめ、営業・技術開発、財務の各方面において重

要な役割を果たし、当社グループの事業の発展に大きな役割を担っております。当社グループでは同氏への過度な依存

を改善すべく、事業体制において全社的な組織の構築や人材育成を進めております。 

 

（13）シンジケートローンについて 

 当社は、事業資金の効率的な調達を行うため、実行可能期間付タームローン契約を締結しており、本契約には財務制

限条項が付帯されております。 

 当社が、以下の財務制限条項に抵触した場合は、期限の利益を失う可能性があります。 

① 平成18年５月期及びそれ以降の決算期の末日における単体の貸借対照表及び連結の貸借対照表における純資産の部の

金額については当該決算期の直前の決算期の末日または平成17年５月期の末日における単体の貸借対照表及び当該連結

の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の80％の金額以上に、それぞれ維持すること。 

② 各年度の決算期にかかる単体の損益計算書及び連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ２期連続して経常

損失を計上しないこと。 
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５．連結財務諸表等 

(１）連結貸借対照表 

  
前連結会計年度 

（平成17年５月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年５月31日） 
比較増減

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額 
（千円）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金 ※１ 654,363 1,326,923 672,559

２．受取手形及び売掛金  2,830,008 4,079,348 1,249,340

３．たな卸資産  1,990,472 2,193,069 202,596

４．繰延税金資産  27,117 56,632 29,515

５．その他  250,905 93,116 △157,789

貸倒引当金  △4,698 △3,020 1,678

流動資産合計  5,748,169 91.2 7,746,070 87.6 1,997,900

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

(1）建物及び構築物  40,545 136,383  

減価償却累計額  5,762 34,783 14,687 121,696 86,913

(2）機械装置及び運搬具  16,760 117,741  

減価償却累計額  7,816 8,943 23,959 93,782 84,838

(3）工具、器具及び備品  77,738 99,119  

減価償却累計額  35,583 42,155 52,130 46,988 4,833

(4）建設仮勘定  72,136 441,000 368,863

有形固定資産合計  158,018 2.5 703,467 7.9 545,448

２．無形固定資産   

(1）特許権  188,628 162,594 △26,034

(2）その他  13,059 12,463 △595

無形固定資産合計  201,687 3.2 175,057 2.0 △26,629

３．投資その他の資産   

(1）繰延税金資産  2,490 8,360 5,869

(2）その他  194.079 209,545 15,466

投資その他の資産合計  196,569 3.1 217,906 2.5 21,336

固定資産合計  556,276 8.8 1,096,431 12.4 540,155

資産合計  6,304,445 100.0 8,842,501 100.0 2,538,055
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前連結会計年度 

（平成17年５月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年５月31日） 
比較増減

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額 
（千円）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．支払手形及び買掛金  939,666 1,042,545 102,878

２．短期借入金  870,000 1,456,000 586,000

３．１年内返済予定長期借入金  1,547,933 1,797,222 249,289

４．未払法人税等  134,196 154,445 20,248

５．製品保証引当金  24,542 32,900 8,358

６．その他  89,023 112,807 23,784

流動負債合計  3,605,362 57.2 4,595,921 52.0 990,559

Ⅱ 固定負債   

１．長期借入金 ※１ 1,708,588 1,882,090 173,501

固定負債合計  1,708,588 27.1 1,882,090 21.3 173,501

負債合計  5,313,951 84.3 6,478,011 73.3 1,164,060

   

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※２ 413,000 6.5 － － △413,000

Ⅱ 資本剰余金  388,150 6.2 － － △388,150

Ⅲ 利益剰余金  192,112 3.0 － － △192,112

Ⅳ 為替換算調整勘定  △2,504 △0.0 － － 2,504

Ⅴ 自己株式 ※３ △263 △0.0 － － 263

資本合計  990,494 15.7 － － △990,494

負債、少数株主持分及び
資本合計 

 6,304,445 100.0 － － △6,304,445

   

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  － － 1,072,200 12.1 1,072,200

２．資本剰余金  － － 1,046,310 11.8 1,046,310

３．利益剰余金  － － 241,953 2.8 241,953

４．自己株式  － － △263 △0.0 △263

株主資本合計  － － 2,360,200 26.7 2,360,200

Ⅱ 評価・換算差額等   

１．為替換算調整勘定  － － 4,289 0.0 4,289

評価・換算差額等合計  － － 4,289 0.0 4,289

純資産合計  － － 2,364,490 26.7 2,364,490

負債純資産合計  － － 8,842,501 100.0 8,842,501
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(２）連結損益計算書 

  
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） 

当連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

比較増減

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額 
（千円）

Ⅰ 売上高  3,622,445 100.0 4,875,210 100.0 1,252,764

Ⅱ 売上原価 ※１ 1,919,043 53.0 2,855,702 58.6 936,658

売上総利益  1,703,402 47.0 2,019,508 41.4 316,106

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  

１．給与手当  343,182 415,576  

２．旅費交通費  163,597 205,986  

３．研究開発費  113,400 258,244  

４．製品保証引当金繰入額  24,542 20,341  

５．その他  696,641 1,341,364 37.0 821,713 1,721,862 35.3 380,497

営業利益  362,037 10.0 297,645 6.1 △64,391

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  22 130  

２．受取配当金  3 4  

３．為替差益  － 14,937  

４．業務受託料  1,200 1,000  

５．受取リース料  － 6,860  

６．雑収入  186 1,411 0.0 1,022 23,954 0.5 22,542

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  72,646 83,299  

２．雑支出  8,949 81,596 2.2 23,359 106,659 2.2 25,063

経常利益  281,852 7.8 214,940 4.4 △66,911

Ⅵ 特別利益   

貸倒引当金戻入益  － － － 1,678 1,678 0.0 1,678

Ⅶ 特別損失   

固定資産除却損 ※２ 8,447 8,447 0.3 1,185 1,185 0.0 △7,261

税金等調整前当期純利
益 

 273,405 7.5 215,433 4.4 △57,972

法人税、住民税及び事
業税 

 127,441 146,857  

法人税等調整額  10,590 138,032 3.8 △35,384 111,473 2.3 △26,558

当期純利益  135,373 3.7 103,960 2.1 △31,413
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（３）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書 

   連結剰余金計算書 

  
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） 

（資本剰余金の部）    

Ⅰ 資本剰余金期首残高   388,150 

Ⅱ 資本剰余金期末残高   388,150 

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高   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  

 ２．配当金  90,200 94,458 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   192,112 

    

 

   連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日） 

株主資本 
評価・換

算差額等 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本 

合計 

為替換算 

調整勘定 

純資産 

合計 

平成17年５月31日残高 

(千円) 
413,000 388,150 192,112 △263 992,998 △2,504 990,494

連結会計年度中の変動額    

 新株の発行(千円) 659,200 658,160 1,317,360  1,317,360

 剰余金の配当(千円)  △54,118 △54,118  △54,118

 当期純利益(千円)  103,960 103,960  103,960

株主資本以外の項目の連

結会計年度中の変動額 

(純額) (千円) 

  6,793 6,793

連結会計年度中の変動額合

計(千円) 
659,200 658,160 49,841 1,367,201 6,793 1,373,995

平成18年５月31日残高 

(千円) 
1,072,200 1,046,310 241,953 △263 2,360,200 4,289 2,364,490
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

  
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）

当連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日）

比較増減

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    

税金等調整前当期純利益  273,405 215,433 

減価償却費  46,927 77,942 

固定資産除却損  8,447 1,185 

貸倒引当金の増加額 
又は減少額（△） 

 710 △1,678 

製品保証引当金の増加額  3,262 8,358 

受取利息及び受取配当金  △25 △134 

支払利息  72,646 83,299 

新株発行費  － 9,230 

為替差損又は為替差益（△）  △198 130 

売上債権の増加額  △446,927 △1,249,321 

たな卸資産の増加額  △1,004,859 △586,177 

仕入債務の増加額 
又は減少額（△） 

 △3,199 100,078 

その他流動資産の減少額 
又は増加額（△） 

 △157,974 158,388 

その他流動負債の増加額  30,623 27,525 

長期未払金の減少額  △2,604 － 

長期前払費用の増加額  △4,584 △2,797 

小計  △1,184,349 △1,158,537 25,811

利息及び配当金の受取額  20 184 

利息の支払額  △71,440 △77,002 

法人税等の支払額  △142,583 △136,422 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,398,352 △1,371,777 26,574
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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）

当連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日）

比較増減

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  △18,007 △18,012 

有形固定資産の取得による支出  △113,678 △494,031 

有形固定資産の売却による収入  － 287,104 

無形固定資産の取得による支出  △216,924 △3,112 

その他投資等の増加額  △97,501 △11,900 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △446,112 △239,953 206,159

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  230,000 586,000 

長期借入金の借入による収入  2,650,000 2,170,000 

長期借入金の返済による支出  △1,074,770 △1,747,209 

自己株式の取得による支出  △263 － 

株式の発行による収入  － 1,308,129 

配当金の支払額  △91,141 △53,898 

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,713,825 2,263,021 549,196

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  3,754 3,256 △498

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 
  又は減少額（△） 

 △126,884 654,547 781,432

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  715,572 596,440 △119,132

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期末残高  596,440 1,250,987 654,547
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

科目 
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） 

当連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18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、当連結会計年度より連

結の範囲に含めております。 

同左 

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 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

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。 

同左 

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 

同左 

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。 

建物及び構築物   15～50年 

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。 

 建物及び構築物   15～50年 

 機械装置及び運搬具 ６～７年 

     工具、器具及び備品 ４～８年 

 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

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 

同左 
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科目 
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） 

当連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18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 

(4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算基準 

 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。 

同左 

(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 

(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 

(7）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

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 
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科目 
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） 

当連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項  

連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

同左 

６．連結調整勘定の償却に関

する事項 

該当事項はありません。 同左 

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

連結剰余金計算書は連結会社の利益処

分について、連結会計年度中に確定した

利益処分に基づいて作成しております。

────── 

８．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 

 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

────── （連結株主資本等変動計算書に関する会計基準等） 

 当連結会計年度から｢株主資本等変動計算書に関する

会計基準｣（企業会計基準委員会 平成17年12月27日

企業会計基準第６号）及び「株主資本等変動計算書に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成

17年12月27日 企業会計基準適用指針第９号）を適用し

ております。 

 連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度から

｢連結株主資本等変動計算書｣を作成しております。 

 また、前連結会計年度まで作成しておりました「連結

剰余金計算書」は、本改正により廃止され、当連結会計

年度からは作成しておりません。 

 

────── (連結貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)

 当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用方針」（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は2,364,490千

円であります。 

 なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年

度における連結貸借対照表の純資産の部においては、改

正後の連結財務諸表規則により作成しております。 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成17年５月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年５月31日） 

※１ 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 当社の発行済株式総数は、普通株式4,510,000株

であります。 

※３ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式115株

であります。 

 

※１ 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        ────── 

 

※３        ────── 

 

（連結損益計算書関係） 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 ※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 

                           113,400千円                            258,244千円 

※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物             7,915千円 

工具、器具及び備品       531千円 

    合計            8,447千円 

 

※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

工具、器具及び備品       1,185千円 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

当連結会計年度（自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末 

株式数 
当連結会計年度 
増加株式数 

当連結会計年度 
減少株式数 

当連結会計年度末 
株式数 

発行済株式数 

 普通株式 (注) 

 

4,510,000株 

 

800,000株 

 

－ 

 

5,310,000株 

合計 4,510,000株 800,000株 － 5,310,000株 

自己株式 

 普通株式 

 

115株 

 

－ 

 

－ 

 

115株 

合計 115株 － － 115株 

(注) 普通株式の発行済株式総数の増加800,000株は、公募増資による新株発行による増加であります。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

         該当事項はありません。 

 

３．配当に関する事項 

(1)配当金の支払 

 株式の種類 配当金の総額
１株当たり 

配当額 
基準日 効力発生日 

平成17年８月25日 

定時株主総会 
普通株式 54,118千円 12円 平成17年５月31日 平成17年８月26日

 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

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 

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５月31日現在） （平成18年５月31日現在）
 
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
  

 
現金及び預金 1,326,923千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △75,935千円

現金及び現金同等物 1,250,987千円
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（リース取引関係） 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18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 

(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 
（千円）

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円）

機械装置及び
運搬具 

18,575 7,101 11,474

合計 18,575 7,101 11,474

  

 

科目 
取得価額相
当額 
（千円）

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円）

機械装置及び
運搬具 

18,575 10,982 7,593

工具、器具及
び備品 

5,600 1,400 4,200

ソフトウェア 3,500 875 2,625

合計 27,675 13,257 14,418

  
(2)未経過リース料期末残高相当額 (2)未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 4,112千円

１年超 7,606千円

計 11,718千円
  

 
１年内 9,853千円

１年超 4,658千円

計 14,512千円
  

(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、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 
 

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
  

 
支払リース料 7,493千円

減価償却費相当額 6,156千円

支払利息相当額 787千円
  

(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 

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 

(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 

 

 

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
 

 

２.オペレーティング・リース取引 

 未経過リース料 
 

１年内 89,552千円

１年超 867千円

計 90,419千円
 

 

（有価証券関係） 

前連結会計年度（平成17年５月31日） 

         該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（平成18年５月31日） 

         該当事項はありません。 



－  － 
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（デリバティブ取引関係） 

 １.取引の状況に関する事項 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

(1）取引の内容 

 利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ

取引であります。 

(2）取引に対する取組方針 

 デリバティブ取引は、将来の金利の変動によるリ

スク回避を目的としており、投機的な取引は行わな

い方針であります。 

(3）取引の利用目的 

 デリバティブ取引は、借入金利等の将来の金利市

場における利率上昇による変動リスクを回避する目

的で利用しております。 

 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を

行っております。 

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。 

(4）取引に係るリスクの内容 

 金利スワップ取引は市場金利の変動によるリス

クを有しております。 

(5）取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引の執行・管理については、取

引権限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従

い、資金担当部門が決裁担当者の承認を得て行っ

ております。 

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 

 該当事項はありません。 

(1）取引の内容 

同左 

 

(2）取引に対する取組方針 

同左 

 

  

(3）取引の利用目的 

同左 

 

 

 

 

①          同左 

 

 

 

②          同左 

 

 

③          同左 

 

 

 

 

④          同左 

 

 

(4）取引に係るリスクの内容 

同左 

 

(5）取引に係るリスク管理体制 

同左 

 

 

 

(6）取引の時価等に関する事項同左 

同左 

 

 

 ２.取引の時価等に関する事項 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引は

ありませんので、該当事項はありません。 

同左 

 

 



－  － 
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（退職給付関係） 

前連結会計年度（平成17年５月31日現在） 

 当社は退職給付制度を採用していないので、該当事項はありません。 
 
 
当連結会計年度（平成18年５月31日現在） 

 当社は退職給付制度を採用していないので、該当事項はありません。 

 

（ストックオプション関係） 

当連結会計年度（自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日） 

１ ストックオプションの内容、規模及びその変動状況 

① ストックオプションの内容 

会社名 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成16年８月26日 平成17年８月25日 

付与対象者の区分及び人数 当社従業員        40名 当社従業員        81名 

当社子会社取締役     ２名 

当社子会社従業員     11名 

当社とコンサルティング 

契約を締結している者   ３名 

株式の種類及び付与数 普通株式 50,000株 普通株式 100,000株 

付与日 平成16年９月１日 平成17年11月30日 

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。 権利確定条件は付されておりません。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 平成18年９月１日～平成24年８月31日 平成19年９月１日～平成25年８月31日 

 

② ストックオプションの規模及びその変動状況 

  イ．ストックオプションの数                               (単位 : 株) 

会社名 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成16年８月26日 平成17年11月30日 

権利確定前   

 期首 50,000 － 

 付与 － 100,000 

 失効 5,500 6,000 

 権利確定 － － 

 未確定残 44,500 94,000 

権利確定後   

 期首 － － 

 権利確定 － － 

 権利行使 － － 

 失効 － － 

 

  ロ．単価情報                                         (単位 : 円) 

会社名 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成16年８月26日 平成17年11月30日 

権利行使価格 2,804 1,672 

行使時平均株価 － － 

付与日における構成な評価単価 － － 

 



－  － 
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（税効果会計関係） 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 
 

（繰延税金資産） 

① 流動資産 

（千円） 

未払事業税否認 11,266 

製品保証引当金否認 

たな卸資産廃棄損 

9,821 

3,214 

一括償却資産 

貸倒引当金繰入超過 

その他 

1,336 

1,425 

53 

  計 27,117 

 

② 固定資産 

 

一括償却資産 

減価償却超過額 

496 

1,994 

  計 2,490 

合計 29,608 
  

 
（繰延税金資産） 

① 流動資産 

（千円） 

未払事業税否認 14,325 

製品保証引当金否認 

たな卸資産廃棄損 

13,387 

25,240 

一括償却資産 

貸倒引当金繰入超過 

仕掛品計上漏れ 

その他 

1,063 

398 

2,054 

162 

  計 56,632 

② 固定資産  

一括償却資産 

減価償却超過額 

558 

7,802 

  計 8,360 

合計 64,993 
 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主な原因別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主な原因別の内訳 
 

 

法定実効税率 

％

40.02

（調整） 

交際費等永久に損金に算入され
ない項目 

4.21

住民税均等割 0.42

欠損金子会社の未認識税務利益 7.93

税額控除 △1.38

その他 △0.26

税効果会計適用後の法人税等の
負担率 

50.49

  

 
 

法定実効税率 

％

40.69

（調整） 

交際費等永久に損金に算入され
ない項目 

6.28

住民税均等割 1.98

欠損金子会社の未認識税務利益 11.20

税額控除 △8.29

その他 △0.12

税効果会計適用後の法人税等の
負担率 

51.74

  
３．        ────── ３．多摩市の法人住民税の税率が12.3％から14.7％へ変

更されたことに伴い、当連結会計年度の繰越税金資

産に使用した法定実行税率は、前連結会計年度の

40.02％から40.69％に変更されております。その結

果、繰延税金資産の金額は1,070千円増加し、当連

結会計年度に計上された法人税等調整額（貸方）が

1,070千円増加しております。 
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(セグメント情報) 

１．事業の種類別セグメント情報 

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。 

 

当連結会計年度（自 平成17年６月１日 至 平成18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。 

 

     当連結会計年度（自 平成17年６月１日 至 平成18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。 

 

３．海外売上高 

     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。 

 

     当連結会計年度（自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日） 

 海外売上高は、次のとおりであります。 

 欧州 アジア 北米 計 

Ⅰ 海外売上高 (千円) 429,637 418,492 271,630 1,119,761

Ⅱ 連結売上高 (千円) － － － 4,875,210

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合 (％） 
8.8 8.6 5.6 23.0

（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……………イギリス、ドイツ 

        (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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（関連当事者との取引） 

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） 

役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 氏名 住所

資本金又は出

資金 

（千円） 

事業の内容又

は職業 

議決権等の所

有（被所有）

割合 

（％） 

役員の兼

任等 

事業上の

関係 

取引の内

容 

取引金額 

（千円） 
科目 

期末残高

（千円）

役員 髙村 淳 － － 
当社代表取締

役社長 

（被所有）

直接 32.1
－ － 

支払リー

ス料債務

被保証 

26,132 

（注） 
－ － 

 （注）債務保証については、債務保証残高を取引金額に記載しております。 

 

当連結会計年度（自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日） 

役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 氏名 住所

資本金又は出

資金 

（千円） 

事業の内容又

は職業 

議決権等の所

有（被所有）

割合 

（％） 

役員の兼

任等 

事業上の

関係 

取引の内

容 

取引金額 

（千円） 
科目 

期末残高

（千円）

役員 髙村 淳 － － 
当社代表取締

役社長 

（被所有）

直接 27.3
－ － 

支払リー

ス料債務

被保証 

12,066 

（注） 
－ － 

 （注）債務保証については、債務保証残高を取引金額に記載しております。 

 

(１株当たり情報) 

項目 
前連結会計年度 

（平成17年５月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年５月31日） 

１株当たり純資産額 219.63円 445.29円 

１株当たり当期純利益金額 30.02円 20.53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。 

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）１．１株当たり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） 

当連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 135,373 103,960 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 135,373 103,960 

期中平均株式数（株） 4,509,971 5,063,731 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めな

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 445個 

普通株式 44,500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 940個 

普通株式 94,000株） 
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（注）２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
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） 

当連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

純資産の合計金額（千円） － 2,364,490 

純資産の部から控除する金額（千円） － － 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） － 2,364,490 

期末の普通株式の数（株） － 5,309,885 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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６. 生産、受注及び販売の状況 

  (１) 生産実績 

部門別 金額（千円） 前年同期比（％） 

ウェーハ検査装置 3,626,957 164.7 

ウェーハ測定装置 452,052 57.0 

合計 4,079,009 136.2 

 (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）受注状況 

部門別 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 3,831,384 145.5 810,624 118.8 

ウェーハ測定装置 561,297 73.4 332,049 172.8 

商品・その他 899,390 216.7 257,954 236.7 

合計 5,292,072 138.8 1,400,628 142.4 

 (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。 

 

（３）販売実績 

部門別 金額（千円） 前年同期比（％） 

ウェーハ検査装置 3,672,735 166.8 

ウェーハ測定装置 452,052 57.0 

商品・その他 750,422 119.5 

合計 4,875,210 134.6 

 (注) １．金額は販売価格によっております。 

２．当連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績に対する割合は次のとおりであり

ます。 

 
前連結会計期間 

（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当連結会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

 

相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

 三益半導体工業㈱ 791,039 21.8 1,518,773 31.2 

 横河マニュファクチャリング㈱ － － 872,487 17.9 

 ㈱ＳＵＭＣＯ 516,171 14.2 499,616 10.2 

  ３．金額には、消費税等は含まれておりません。 

  ４．横河マニュファクチャリング㈱に対する前連結会計期間の販売実績は総販売金額の10/100未満であり

ましたので、記載を省略しております。 

 

 


