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平成 19 年５月期  第３四半期財務・業績の概況（連結） 
                                        平成 19 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 19 年５月期第３四半期財務・業績の概況（平成 18 年６月 1 日 ～ 平成 19 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   ％

19 年５月期第３四半期 2,956  (48.7) △423  ( － ) △510  ( － )  △371  ( － ) 

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

(参考)18 年５月期 4,875     297     214      103     

 

 
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

19 年 5 月期第３四半期 △69   88 －    －  

18 年 5 月期第３四半期 △91   66 －    －  

(参考)18 年５月期 20   53 －    －  

 (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532百万円増加し9,375百万円となりました。純資

産は426百万円減少し1,937百万円となりました。増減の主なものは、資産ではたな卸資産が1,166百万円増加しており

ます。負債では支払手形及び買掛金が704百万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、売上高は2,956百万円、経常損失は510百万円、四半期純損失は371百万円とな

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。 

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 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

19 年 5 月期第３四半期 9,375   1,937   20.7   364     91 

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

(参考)18 年 5 月期   8,842      2,364   26.7   445     29 

 
(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

19 年５月期第３四半期 △406   △407   338    776   

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

(参考)18 年５月期    △1,371      △239      2,263    1,250   

 
［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558百万円、

たな卸資産の増加1,198百万円などにより、406百万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、407百万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、長期借入金の返済による支出1,367百万円を計上したものの、長期借入金

の借入による収入2,110百万円、社債の発行による収入413百万円などにより、338百万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、776百万円となりました。 

 
３．平成 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） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通     期 7,013   666   349   

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）57 円 51 銭 

 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

メインの顧客である国内大手ウェーハメーカーにおいては、中長期的な需要の拡大が予想されてる300mmウェーハ

の増産が勢いを増していることにより、引き続き売上の増加が見込まれます。またデバイスメーカーについては、ウ

ェーハエッジ検査に対する注目度が高まる中、着実に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

ーも入っております。さらに、ウェーハ測定装置については、開発が遅れていたNanoProの出荷が本格化し始めたため、

ウェーハ測定装置に対する需要は今後より一層高まるものと思われます。よって、通期の計画に変更はありません。 

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18年２月28日） 
当第３四半期連結会計期間末 

（平成19年２月28日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18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  739,357 865,688   1,326,923

２．受取手形及び売掛金   2,831,666 3,346,934   4,079,348

３．たな卸資産   2,799,057 3,359,913   2,193,069

４．繰延税金資産   279,472 236,663   56,632

５．その他 ※4  195,265 156,643   93,116

貸倒引当金   △7,957 △1,640   △3,020

流動資産合計   6,836,862 88.4 7,964,203 85.0  7,746,070 87.6

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※1    

 (1)建物及び構築物 ※2  － 775,335   121,696

  (2)その他   501,744 165,566   581,771

有形固定資産合計   501,744 940,901   703,467

２．無形固定資産   181,782 249,626   175,057

３．投資その他の資産   214,595 220,325   217,906

固定資産合計   898,122 11.6 1,410,853 15.0  1,096,431 12.4

資産合計   7,734,985 100.0 9,375,056 100.0  8,842,501 100.0
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前第３四半期連結会計期間末

（平成18年２月28日） 
当第３四半期連結会計期間末 

（平成19年２月28日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18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   1,164,936 1,747,216   1,042,545

２．短期借入金   1,078,000 734,000   1,456,000

３．１年以内返済予定 
長期借入金 

※2  1,680,488 1,808,510   1,797,222

４．１年以内償還予定社債   － 64,000   －

５．未払法人税等   4,280 4,653   154,445

６．製品保証引当金   31,600 39,100   32,900

７．その他   71,840 103,116   112,807

流動負債合計   4,031,146 52.1 4,500,597 48.0  4,595,921 52.0

Ⅱ 固定負債     

１．長期借入金 ※2  1,894,689 2,612,831   1,882,090

２．社債   － 324,000   －

固定負債合計   1,894,689 24.5 2,936,831 31.3  1,882,090 21.3

負債合計   5,925,835 76.6 7,437,428 79.3  6,478,011 73.3
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前第３四半期連結会計期間末

（平成18年２月28日） 
当第３四半期連結会計期間末 

（平成19年２月28日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18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
（％）

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   1,072,200 13.9 － －  － －

Ⅱ 資本剰余金   1,046,310 13.5 － －  － －

Ⅲ 利益剰余金   △319,398 △4.1 － －  － －

Ⅳ 為替換算調整勘定   10,302 0.1 － －  － －

Ⅴ 自己株式   △263 △0.0 － －  － －

資本合計   1,809,149 23.4 － －  － －

負債・資本合計   7,734,985 100.0 － －  － －

     

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金   － － 1,072,200 11.5  1,072,200 12.1

２．資本剰余金   － － 1,046,310 11.2  1,046,310 11.8

３．利益剰余金   － － △192,817 △2.1  241,953 2.8

４．自己株式   － － △263 △0.0  △263 △0.0

  株主資本合計   － － 1,925,428 20.6  2,360,200 26.7

Ⅱ 評価・換算差額等     

１．為替換算調整勘定   － － 12,199 0.1  4,289 0.0

  評価・換算差額等合計   － － 12,199 0.1  4,289 0.0

純資産合計   － － 1,937,628 20.7  2,364,490 26.7

負債純資産合計   － － 9,375,056 100.0  8,842,501 100.0
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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17年６月１日 
至 平成18年２月28日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年６月１日 

至 平成19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17年６月１日 
至 平成18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   1,988,265 100.0 2,956,039 100.0  4,875,210 100.0

Ⅱ 売上原価   1,384,919 69.7 1,909,570 64.6  2,855,702 58.6

売上総利益   603,346 30.3 1,046,469 35.4  2,019,508 41.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  1,261,928 63.4 1,470,020 49.7  1,721,862 35.3

営業利益又は 
営業損失(△) 

  △658,582 △33.1 △423,551 △14.3  297,645 6.1

Ⅳ 営業外収益     

１．受取利息  62 354  130 

２．受取配当金  4 4  4 

３．為替差益  18,248 1,939  14,937 

４．受取リース料  － 7,840  6,860 

５．雑収入  5,812 24,128 1.2 1,443 11,581 0.3 2,022 23,954 0.5

Ⅴ 営業外費用     

１．支払利息  56,079 68,885  83,299 

２．社債発行費  － 6,715  － 

３．新株発行費  9,230 －  － 

４．支払手数料  － 15,775  － 

５．雑支出  9,461 74,771 3.8 6,685 98,062 3.3 23,359 106,659 2.2

経常利益又は 
経常損失(△) 

  △709,225 △35.7 △510,031 △17.3  214,940 4.4

Ⅵ 特別利益     

１．貸倒引当金戻入益  － － － 1,379 1,379 0.0 1,678 1,678 0.0

Ⅶ 特別損失     

１．固定資産除却損 ※2 1,185 32,964  1,185 

２．本社移転費用  － 1,185 0.0 16,565 49,530 1.6 － 1,185 0.0

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 

  △710,411 △35.7 △558,182 △18.9  215,433 4.4

法人税、住民税及び事
業税 

 3,204 3,313  146,857 

法人税等調整額  △256,222 △253,018 △12.7 △190,442 △187,129 △6.3 △35,384 111,473 2.3

四半期純損失(△)又
は当期純利益 

  △457,392 △23.0 △371,053 △12.6  103,960 2.1
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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17年６月１日 

至 平成18年２月28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３四半期末
残高 

 1,046,310  

   

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  192,112  

Ⅱ 利益剰余金減少高   

 １．四半期純損失  457,392  

 ２．配当金  54,118 511,510  

Ⅲ 利益剰余金第３四半期末
残高 

 △319,398  

   

 

 

（４）四半期連結株主資本等変動計算書 

当第３四半期連結会計年度（自 平成 18 年６月１日 至 平成 19 年２月 28 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

四半期中の変動額   

 剰余金の配当(千円)（注）  △63,718 △63,718  △63,718

 四半期純損失(千円)  △371,053 △371,053  △371,053

株主資本以外の項目 

の四半期連結会計年度中の

変動額(純額) (千円) 

 7,909 7,909

四半期中の変動額合計 

(千円) 
－ － △434,771 － △434,771 7,909 △426,861

平成18年２月28日残高 

(千円) 
1,072,200 1,046,310 △192,817 △263 1,925,428 12,199 1,937,628

（注）平成 18 年８月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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前連結会計年度（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)（注）  △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

（注）平成 17 年８月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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（５）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17年６月１日 
至 平成18年２月28日）

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年６月１日 

至 平成19年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18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 

 △710,411 △558,182 215,433

減価償却費  52,307 104,827 77,942

固定資産除却損  1,185 32,964 1,185

貸倒引当金の増加額 
(△減少額) 

 3,259 △1,379 △1,678

製品保証引当金の増加額  7,058 6,200 8,358

受取利息及び受取配当金  △66 △358 △134

支払利息  56,079 68,885 83,299

新株発行費  9,230 － 9,230

社債発行費  － 6,715 －

為替差損又は為替差益（△）  △1,677 424 130

売上債権の減少額(△増加額)  △1,437 732,449 △1,249,321

たな卸資産の増加額  △905,061 △1,198,291 △586,177

仕入債務の増加額  217,854 699,001 100,078

その他流動資産の減少額 
(△増加額) 

 55,054 △65,418 158,388

その他流動負債の増加額 
(△減少額) 

 △12,111 △14,739 27,525

長期前払費用の増加額  △2,812 △12,802 △2,797

小計  △1,231,548 △199,702 △1,158,537

利息及び配当金の受取額  54 358 184

利息の支払額  △52,943 △61,964 △77,002

法人税等の支払額  △136,422 △144,791 △136,422

営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,420,859 △406,100 △1,371,777
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前第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）

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年６月１日 

至 平成19年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18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  △13,509 △13,512 △18,012

有形固定資産の取得による支
出 

 △269,478 △346,387 △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 

 △2,288 △69,535 △3,112

その他投資等の増加額（△減
少額） 

 △9,906 21,749 △11,900

投資活動によるキャッシュ・フロー  △295,183 △407,685 △239,953

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（△減
少額） 

 208,000 △722,000 586,000

長期借入金の借入による収入  1,550,000 2,110,000 2,170,000

長期借入金の返済による支出  △1,231,344 △1,367,970 △1,747,209

株式の発行による収入  1,308,129 － 1,308,129

社債の発行による収入  － 413,284 －

社債の償還による支出  － △32,000 －

配当金の支払額  △53,847 △63,068 △53,898

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,780,937 338,245 2,263,021

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算
差額 

 6,590 793 3,256

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 
(△減少額) 

 71,484 △474,746 654,547

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  596,440 1,250,987 596,440

Ⅶ 現金及び現金同等物の第３四半
期末(期末)残高 

 667,925 776,240 1,250,987
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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17年６月１日 
至 平成18年２月28日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年６月１日 

至 平成19年２月28日） 

前連結会計年度 
（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 

 

同左 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 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。 

建物   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(ただし、建物

(附属設備を除く)について

は定額法)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 

10～20年 

機械装置及び運搬具 

６～７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 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 

 

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17年６月１日 
至 平成18年２月28日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年６月１日 

至 平成19年２月28日） 

前連結会計年度 
（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 

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。 

 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

は純資産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。 

 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、換算差額は純資

産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17年６月１日 
至 平成18年２月28日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年６月１日 

至 平成19年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18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 

ヘッジ手段 

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 

 

 

 

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 
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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の変更 

前第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） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年６月１日 

至 平成19年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18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。 

－ （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指針」（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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   表示方法の変更 

前第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） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年６月１日 

至 平成19年２月28日） 
 

－ （第３四半期連結貸借対照表） 

「建物及び構築物」は前第３四半期連結

会計年度末まで「有形固定資産」に含め

て表示しておりましたが、当第３四半期

連結会計年度末において資産の総額の

100分の５を超えたため区分掲記しまし

た。なお、前第３四半期連結会計年度末

の「建物及び構築物」の金額は、128,706

千円であります。 

 

－ （第３四半期連結損益計算書） 

１．「受取リース料」は前第３四半期連

結会計期間まで営業外収益の「雑収入」

に含めて表示しておりましたが、営業外

収益の総額の100分の10を超えたため区

分掲記しました。 

 なお、前第３四半期連結会計期間にお

ける「受取リース料」の金額は3,160千円

であります。 

２．「支払手数料」は前第３四半期連結

会計期間まで営業外費用の「雑支出」に

含めて表示しておりましたが、営業外費

用の総額の100分の10を超えたため区分

掲記しました。 

 なお、前第３四半期連結会計期間にお

ける「支払手数料」の金額は5,973千円で

あります。 
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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18年２月28日） 

当第３四半期連結会計期間末 
（平成19年２月28日） 

前連結会計年度 
（平成18年５月31日） 

※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 

                     155,681千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

90,777千円 

※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 

 建物及び構築物 686,218千円 

 担保付債務は次のとおりであり

ます。 

 １年内返済予定長期借入金  

        63,000千円 

 長期借入金 531,250千円 

 

※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．       － 

 

 ３．       － 

 

 ３．受取手形割引高 374,037千円 

 

※４．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。 

 

※４．消費税等の取扱い 

同左 

※４．       － 

 

 

（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17年６月１日 

至 平成18年２月28日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日） 

※１．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      298,293千円 

旅費交通費     128,579千円 

研究開発費     242,351千円 

製品保証引当金繰入      9,666千円 

※１．販売費及び一般管理費の主なもの

給与手当     415,576千円

旅費交通費    205,986千円

研究開発費    258,244千円

製品保証引当金繰入   20,341千円

※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   24,740千円

工具、器具及び備品  8,032千円

ソフトウェア      191千円

  計       32,964千円

 

※２．固定資産除却損 

工具、器具及び備品 1,185千円
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（第３四半期連結株主資本等変動計算書関係） 

 当第３四半期連結会計年度 （自 平成 18 年６月１日 至 平成 19 年２月 28 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 
当第３四半期連結会計期間

増加株式数 
当第３四半期連結会計期間 

減少株式数 
当第３四半期連結会計

期間末株式数 

発行済株式数 

 普通株式 

 

5,310,000株 

 

－ 

 

－ 

 

5,310,000株 

合計 5,310,000株 － － 5,310,000株 

自己株式 

 普通株式 

 

115株 

 

－ 

 

－ 

 

115株 

合計 115株 － － 115株 

 

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18年８月24日 

定時株主総会 
普通株式 63,718千円 12円 平成18年５月31日 平成18年８月25日 

 

(2)基準日が当第３四半期連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が第３四半期連結会計期間

末後となるもの 

         該当事項はありません。 

 

 前連結会計年度（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 

 

(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

 株式の種類 配当金の総額 配当の原資
１株当たり

配当額 
基準日 効力発生日 

平成18年８月24日 

定時株主総会 
普通株式 63,718千円 利益剰余金 12円 平成18年５月31日 平成18年８月25日
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（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17年６月１日 

至 平成18年２月28日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年６月１日 

至 平成19年２月28日） 

前連結会計年度 
（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第３四半期末残高

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18年２月28日現在） （平成19年２月28日現在） （平成18年５月31日現在）
 
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 865,688千円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金 

△89,448千円

現金及び現金同等物 776,240千円
  

 
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） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年６月１日 

至 平成19年２月28日） 

前連結会計年度 
（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

累計額相当額及び第３四半期末残高相当

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 

第３四半
期末残高
相当額 

 千円 千円 千円

車両運
搬具 

3,810 733 3,076

工具、
器具及
び備品

19,950 4,124 15,825

ソフト
ウェア

3,500 1,531 1,968

合計 27,260 6,388 20,871

 

 

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

１年内 10,893千円

１年超 5,225千円

計 16,119千円
  

 
１年内 6,125千円

１年超 15,012千円

計 21,138千円
  

 
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 

(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 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 5,437千円

減価償却費相当額 4,774千円

支払利息相当額 653千円
  

 
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 (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 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 3,295千円

１年超 －千円

計 3,295千円
 

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
 

(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。 

（減損会計について） 

同左 

（減損会計について） 

同左 
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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 18 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 19 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 18 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 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。 

 

当第３四半期連結会計期間末（平成 19 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 18 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。 

 

(ストック・オプション情報) 

当第３四半期連結会計期間（自 平成 18 年６月１日 至 平成 19 年２月 28 日） 

該当事項はありません。 

 

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

 前連結会計年度に付与したストック・オプションの内容 

付与対象者の区分及び数 

当社従業員 81名 

当社子会社の取締役 ２名 

当社子会社の従業員 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 

ストック・オプション数 普通株式 100,000株 

付与日 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。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 平成19年９月１日から平成25年８月31日まで 

権利行使価格（円） 1,672 

付与日における公正な評価単価（円） － 

 

 (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 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。 

 

当第３四半期連結会計期間（自 平成 18 年６月１日 至 平成 19 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 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。 
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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 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。 

 

当第３四半期連結会計期間（自 平成 18 年６月１日 至 平成 19 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 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。 

 

当第３四半期連結会計期間（自 平成 18 年６月１日 至 平成 19 年２月 28 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) 16,473 65,156 296,139 377,769 

Ⅱ 連結売上高 (千円) － － － 2,956,039 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 (％） 0.6 2.2 10.0 12.8 

（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、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 東南アジア 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 

        (2)東南アジア……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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(１株当たり情報) 

項目 
前第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） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年６月１日 

至 平成19年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日） 

１株当たり純資産額 340.71円 364.91円 445.29円 

１株当たり四半期純損失金額

(△)又は当期純利益金額 

△91.66円 △69.88円 20.53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17年６月１日 
至 平成18年２月28日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年６月１日 

至 平成19年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日） 

四半期純損失(△)又は当期純利益

（千円） 

△457,392 △371,053 103,960 

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） 

△457,392 △371,053 103,960 

期中平均株式数（株） 4,989,885 5,309,885 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  425個 

普通株式   42,500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  840個 

普通株式   84,0000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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(重要な後発事象) 

前第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） 

 該当事項はありません。 

 

当第３四半期会計期間（自 平成 18 年６月１日 至 平成 19 年２月 28 日） 

 当社は㈱ナノシステムソリューションズを平成 19 年３月１日に株式交換により完全子会社といたしました。

これは、平成 19 年１月 26 日開催の取締役会において、株式交換により㈱ナノシステムソリューションズを当社

の完全子会社とすることを決議し、同日に締結した株式交換契約に基づくものであります。 

 なお、会社法第 796 条第３項の規定に従い、当社においては株主総会における承認を受けることは省略してお

ります。 

 この完全子会社化は、両社の保有する経営資源、中でも当社の市場・顧客基盤と㈱ナノシステムソリューショ

ンズの技術開発力を一本化することにより、日進月歩で進歩する半導体業界をはじめとしたお客様のニーズに応

えるとともに、自ら新しい市場を創造する高度な製品の開発・提供を加速させていくために、両社が一体となっ

た経営体制を実現することが も適切であると判断したためであります。 

 

１．株式交換の条件等 

 ㈱ナノシステムソリューションズの普通株式１株に対して当社の普通株式 70 株を割当交付しております。従

いまして、当社は株式交換により新たに普通株式 759,850 株を発行しております。 

 

２．完全子会社となった会社に関する事項 

 商号：株式会社ナノシステムソリューションズ 

 事業内容：半導体製造装置・検査装置、光学関連機器の開発、製造及び販売 

 設立年月日：平成 16 年６月 18 日 

 本店所在地：東京都江東区青海二丁目 41 番地６ 

 代表者：代表取締役社長 芳賀 一実 

 資本金：393,850 千円 （平成 19 年２月 28 日現在） 

 

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

 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 19 年５月期  第３四半期財務・業績の概況（個別） 
                                       平成 19 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 19 年５月期第３四半期財務・業績の概況（平成 18 年６月１日 ～ 平成 19 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   ％

19 年５月期第 3四半期 2,943  (48.6) △378  ( － ) △463  ( － )  △324  ( － ) 

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

(参考)18 年５月期 4,866         359         275          164         

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

 円    銭

19 年５月期第 3四半期 △61   12  

18 年５月期第 3四半期 △82   99  

(参考)18 年５月期 32   51  

 (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 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

19 年５月期第 3四半期 9,536   2,090   21.9    393   62  

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

(参考)18 年５月期 8,953   2,478   27.7    466   73  

 
３．平成 19 年５月期の業績予想（平成 18 年６月１日 ～ 平成 19 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 7,006   665  348  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）57 円 36 銭 

 

４．配当状況 

・現金配当 1 株当たり年間配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

平成 18 年５月期 － 12.00 12.00 

平成 19 年５月期（実績） － － － 
平成 19 年５月期（予想） － 12.00 12.00 



－  － 

 

（ 

2

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18年２月28日） 

当第３四半期会計期間末 
（平成19年２月28日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18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 ※2 657,905 776,410  1,285,028 

２．受取手形  231,114 271,714  580,963 

３．売掛金  2,594,117 3,076,581  3,497,786 

４．たな卸資産  2,799,057 3,344,111  2,193,069 

５．繰延税金資産  279,477 236,488  56,632 

６．その他 ※4 235,598 153,195  91,584 

貸倒引当金  △7,971 △1,641  △3,020 

流動資産合計   6,789,300 86.6 7,856,859 82.4  7,702,045 86.0

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※1    

  (1) 建物 ※2 － 666,290  33,159 

 (2) その他 ※2 396,329 167,179  571,022 

   計  396,329 833,470  604,182 

２．無形固定資産  180,416 247,211  173,015 

３．投資その他の資産  469,385 598,997  474,666 

固定資産合計   1,046,131 13.4 1,679,678 17.6  1,251,864 14.0

資産合計   7,835,431 100.0 9,536,537 100.0  8,953,909 100.0
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前第３四半期会計期間末 
（平成18年２月28日） 

当第３四半期会計期間末 
（平成19年２月28日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18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  607,739 1,247,671  767,502 

２．買掛金 562,011 512,055  275,042 

３．短期借入金 1,078,000 734,000  1,456,000 

４．１年以内返済予定長

期借入金 
※2 1,680,488 1,808,510  1,797,222 

５．１年以内償還予定社
債 

 － 64,000  － 

６．未払法人税等  4,280 4,653  154,445 

７．製品保証引当金  31,600 39,100  32,900 

８．その他  77,043 99,653  110,405 

流動負債合計   4,041,163 51.6 4,509,644 47.3  4,593,519 51.3

Ⅱ 固定負債     

１．長期借入金 ※2 1,894,689 2,612,831  1,882,090 

２．社債 － 324,000  － 

固定負債合計  1,894,689 24.2 2,936,831 30.8  1,882,090 21.0

負債合計   5,935,852 75.8 7,446,475 78.1  6,475,609 72.3



－  － 
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前第３四半期会計期間末 
（平成18年２月28日） 

当第３四半期会計期間末 
（平成19年２月28日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18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
（％）

     

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   1,072,200 13.7 － －  － －

Ⅱ 資本剰余金    

資本準備金 1,046,310 －  － 

資本剰余金合計   1,046,310 13.3 － －  － －

Ⅲ 利益剰余金     

第３四半期未処理損
失（△） 

 △218,668 －  － 

利益剰余金合計   △218,668 △2.8 － －  － －

Ⅳ 自己株式   △263 △0.0 － －  － －

資本合計   1,899,578 24.2 － －  － －

負債・資本合計   7,835,431 100.0 － －  － －

     

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

 1. 資本金  － － 1,072,200 11.2  1,072,200 12.0

 2. 資本剰余金     

(1) 資本準備金  － 1,046,310  1,046,310 

資本剰余金合計   － － 1,046,310 11.0  1,046,310 11.7

 3. 利益剰余金     

(1) その他利益剰余金     

    繰越利益剰余金  － △28,185  360,053 

利益剰余金合計   － － △28,185 △0.3  360,053 4.0

 4.自己株式   － － △263 △0.0  △263 △0.0

株主資本合計   － － 2,090,061 21.9  2,478,300 27.7

純資産合計   － － 2,090,061 21.9  2,478,300 27.7

負債純資産合計   － － 9,536,537 100.0  8,953,909 100.0
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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17年６月１日 
至 平成18年２月28日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年６月１日 

至 平成19年２月28日） 

前事業年度の要約損益計算書
（自 平成17年６月１日 

至 平成18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  1,981,247 100.0 2,943,508 100.0  4,866,351 100.0

Ⅱ 売上原価   1,385,991 70.0 1,910,173 64.9  2,856,773 58.7

売上総利益   595,256 30.0 1,033,335 35.1  2,009,578 41.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,208,577 61.0 1,411,337 47.9  1,649,840 33.9

営業利益又は営業

損失(△) 
  △613,320 △31.0 △378,002 △12.8  359,737 7.4

Ⅳ 営業外収益 ※1  22,154 1.1 12,741 0.4  22,509 0.5

Ⅴ 営業外費用 ※2  74,771 3.7 98,062 3.3  106,659 2.2

経常利益又は経常
損失(△)  △665,936 △33.6 △463,323 △15.7  275,587 5.7

Ⅵ 特別利益 ※3  － － 1,378 0.0  1,694 0.0

Ⅶ 特別損失 ※4  1,185 0.1 49,530 1.7  1,185 0.0

税引前四半期純損
失(△)又は税引前
当期純利益 

 △667,122 △33.7 △511,474 △17.4  276,097 5.7

法人税、住民税及び
事業税 3,204 3,313  146,857 

法人税等調整額 △256,221 △253,017 △12.8 △190,268 △186,954 △6.4 △35,377 111,479 2.3

四半期純損失(△)
又は当期純利益  △414,104 △20.9 △324,520 △11.0  164,617 3.4

前期繰越利益  195,436 －   －

第３四半期未処理
損失(△)  △218,668 －   －

    

 

 

（３）四半期株主資本等変動計算書 

当第３四半期会計期間（自 平成18年６月１日 至 平成19年２月28日） 

 株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益 

剰余金 

 

資本金 
資本 

準備金 

資本剰余金

合計 繰越利益 

剰余金 

利益剰余金

合計 

自己 

株式 

株主資本 

合計 

純資産 

合計 

平成18年５月31日  

残高（千円） 
1,072,200 1,046,310 1,046,310 360,053 360,053 △263 2,478,300 2,478,300

当第３四半期会計期

間中の変動額 
    

 剰余金の配当(千円) 

（注） 
  △63,718 △63,718  △63,718 △63,718

 第３四半期純利益 

 (千円） 
  △324,520 △324,520  △324,520 △324,520

当第３四半期会計期

間中の変動額合計(千

円) 

－ － － △388,238 △388,238 － △388,238 △388,238

平成19年２月28日 

残高(千円） 
1,072,200 1,046,310 1,046,310 △28,185 △28,185 △263 2,090,061 2,090,061

（注）平成 18 年８月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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前事業年度（自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日） 

 株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益 

剰余金 

 

資本金 
資本 

準備金 

資本剰余金

合計 繰越利益 

剰余金 

利益剰余金

合計 

自己 

株式 

株主資本 

合計 

純資産 

合計 

平成17年５月31日  

残高（千円） 
413,000 388,150 388,150 249,555 249,555 △263 1,050,442 1,050,442

事業年度中の変動額     

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

 剰余金の配当(千円) 

（注） 
  △54,118 △54,118  △54,118 △54,118

 当期純利益（千円）   164,617 164,617  164,617 164,617

事業年度中の 

変動額合計(千円) 
659,200 658,160 658,160 110,498 110,498 － 1,427,858 1,427,858

平成18年５月31日 

残高(千円） 
1,072,200 1,046,310 1,046,310 360,053 360,053 △263 2,478,300 2,478,300

（注）平成 17 年８月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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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17年６月１日 
至 平成18年２月28日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年６月１日 

至 平成19年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18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。 

建物   15～50年 

工具、器具及び備品  

４～８年 

 

(1）有形固定資産 

定率法(ただし、建物附属

設備を除く)については定額

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   15～20年 

機械装置   ７年 

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 

機械装置   ７年 

工具、器具及び備品  

 ４～８年 

 (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 

 

(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17年６月１日 
至 平成18年２月28日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年６月１日 

至 平成19年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18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17年６月１日 
至 平成18年２月28日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年６月１日 

至 平成19年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18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 

 

 

 

(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 

 

 

 

(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17年６月１日 

至 平成18年２月28日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18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。 

－ (貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準) 

 当事業年度より、「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指針」（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2,478,300千円であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、

当事業年度における貸借対照表の純資産

の部においては、改正後の財務諸表等規

則により作成しております。 

 

  （株主資本等変動計算書に関する会計基

準等） 

 当事業年度から｢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。 

 財務諸表等規則の改正により、当事業

年度から損益計算書の末尾は当期純利益

とされております。 

 また、当事業年度から｢株主資本等変動

計算書｣を作成しております。 

 なお、前事業年度まで作成しておりま

した「利益処分計算書」は、本改正によ

り廃止され、当事業年度からは作成して

おりません。 

 



－  － 
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 表示方法の変更  

前第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） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年２月28日） 

－ （四半期貸借対照表） 

 「建物」は、前第３四半期会計期間末

まで「有形固定資産」に含めて表示して

おりましたが、当第３四半期会計期間末

において資産の総額の100分の５を超え

たため区分掲記しました。 

 なお、前第３四半期会計期間末の「建

物」の金額は33,339千円であります。 

 

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18年２月28日） 

当第３四半期会計期間末 
（平成19年２月28日） 

前事業年度 
（平成18年５月31日） 

※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 

130,487千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

81,138千円 

 

※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 

 建物     659,374千円 

 構築物    26,844千円 

 担保付債務は次のとおりであ

ります。 

 １年以内返済予定長期借入金 

           63,000千円 

 長期借入金  531,250千円 

 

※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     － 

 

 ３     － 

 

 ３ 受取手形割引高  374,037千円 

※４ 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。 

※４ 消費税等の取扱い 

同左 

 

 

※４     － 
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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17年６月１日 

至 平成18年２月28日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日） 

※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      354千円 

為替差益    3,099千円 

 

※１  営業外収益のうち主要なもの 

    受取利息      153千円 

    為替差益    13,469千円 

 

※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    64,709千円 

    社債発行費    6,715千円 

    支払手数料   15,775千円 

 

※２  営業外費用のうち主要なもの 

    支払利息    83,299千円 

※３     － 

 

※３  特別利益のうち主要なもの 

  貸倒引当金戻入益  1,378千円 

 

※３  特別利益のうち主要なもの 

  貸倒引当金戻入益  1,694千円 

※４  特別損失のうち主要なもの 

    固定資産除却損  1,185千円 

 

 

※４  特別損失のうち主要なもの 

    固定資産除却損 32,964千円 

    本社移転費用  16,565千円 

※４  特別損失のうち主要なもの 

   固定資産除却損  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 

５  減価償却実施額 

    有形固定資産  67,044千円 

    無形固定資産  22,520千円 

５  減価償却実施額 

    有形固定資産  39,835千円 

    無形固定資産  29,522千円 

 

 （第３四半期株主資本等変動計算書関係）   

当第３四半期会計期間（自 平成 18 年６月１日至 平成 19 年２月 28 日） 

１．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末 

株式数 
増加株式数 減少株式数 

当中間会計期間末株
式数 

自己株式 

 普通株式 

 

115株 

 

－ 

 

－ 

 

115株 

合計 115株 － － 115株 

 
前事業年度（自 平成 17 年６月１日至 平成 18 年５月 31 日） 

１．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末 

株式数 
増加株式数 減少株式数 

当事業年度末 
株式数 

自己株式 

 普通株式 

 

115株 

 

－ 

 

－ 

 

115株 

合計 115株 － － 115株 
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 (リース取引関係) 

前第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） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年６月１日 

至 平成19年２月28日） 

前事業年度 
（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

累計額相当額及び第３四半期末残高相当

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 

第３四半
期末残高
相当額 

 千円 千円 千円

車両運
搬具 

3,810 733 3,076

工具、
器具及
び備品

19,950 4,124 15,825

ソフト
ウェア

3,500 1,531 1,968

合計 27,260 6,388 20,871

 

 

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

１年内 10,893千円

１年超 5,225千円

計 16,119千円
  

 
１年内 6,125千円

１年超 15,012千円

計 21,138千円
  

 
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 

(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 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 5,437千円

減価償却費相当額 4,774千円

支払利息相当額 653千円
  

 
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 (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 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 3,295千円

１年超 －千円

計 3,295千円
 

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
 

(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。 

（減損損失について） 

同左 

（減損損失について） 

同左 
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 （有価証券関係）   

前第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） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18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17年６月１日 

至 平成18年２月28日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年２月28日） 

前事業年度 
（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      393.62円 

１株当たり四半期純損失金額 61.12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    466.73円 

１株当たり当期純利益金額 32.51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17年６月１日 
至 平成18年２月28日）

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年６月１日 

至 平成19年２月28日） 

前事業年度 
（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） △414,104 △324,520 164,617 

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） 
△414,104 △324,520 164,617 

期中平均株式数（株） 4,989,885 5,309,885 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 425個 

 普通株式 42,500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 840個 

 普通株式 84,000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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 （重要な後発事象） 

前第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） 

 該当事項はありません。 

 

当第３四半期会計期間（自 平成 18 年６月１日 至 平成 19 年２月 28 日） 

 当社は㈱ナノシステムソリューションズを平成 19 年３月１日に株式交換により完全子会社といたしました。これは、

平成 19 年１月 26 日開催の取締役会において、株式交換により㈱ナノシステムソリューションズを当社の完全子会社

とすることを決議し、同日に締結した株式交換契約に基づくものであります。 

 なお、会社法第 796 条第３項の規定に従い、当社においては株主総会における承認を受けることは省略しておりま

す。 

 この完全子会社化は、両社の保有する経営資源、中でも当社の市場・顧客基盤と㈱ナノシステムソリューションズ

の技術開発力を一本化することにより、日進月歩で進歩する半導体業界をはじめとしたお客様のニーズに応えるとと

もに、自ら新しい市場を創造する高度な製品の開発・提供を加速させていくために、両社が一体となった経営体制を

実現することが も適切であると判断したためであります。 

 

１．株式交換の条件等 

 ㈱ナノシステムソリューションズの普通株式１株に対して当社の普通株式 70 株を割当交付しております。従いまし

て、当社は株式交換により新たに普通株式 759,850 株を発行しております。 

 

２．完全子会社となった会社に関する事項 

 商号：株式会社ナノシステムソリューションズ 

 事業内容：半導体製造装置・検査装置、光学関連機器の開発、製造及び販売 

 設立年月日：平成 16 年６月 18 日 

 本店所在地：東京都江東区青海二丁目 41 番地６ 

 代表者：代表取締役社長 芳賀 一実 

 資本金：393,850 千円 （平成 19 年２月 28 日現在） 

 

前事業年度（自 平成 17 年６月１日 至 平成 18 年５月 31 日） 

 該当事項はありません。 

 

５．その他 

 該当事項はありません。

 


