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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  ＵＲＬ http://www.raytex.com/ 

代  表  者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 髙村 淳   

問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長 (氏名) 井上 和英 ＴＥＬ （042）338‐2844 

（百万円未満切捨て） 

１．平成 20 年 5月期第 1四半期財務・業績の概況（平成 19 年６月 1日 ～ 平成 19 年８月 31 日） 

(1) 連結経営成績 

 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    ％

20 年５月期第 1四半期 1,077  (160.6) △295   ( － ) △332   ( － )  △220   ( － ) 

19 年５月期第 1四半期 413  ( 63.2) △385   ( － ) △394   ( － )  △278   ( － ) 

(参考)19 年５月期 5,980         290          211           67          

 

 
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

20 年 5 月期第１四半期 △36    33  －    －  

19 年 5 月期第１四半期 △52    42  －    －  

(参考)19 年５月期 12    26  －    －  

 
(2) 連結財政状態 

 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

20 年 5 月期第 1四半期 10,044   3,130   31.2   515     72 

19 年 5 月期第 1四半期 8,828   2,029   23.0   382     17 

(参考)19 年 5 月期 11,143   3,438   30.9        566     44 

 
(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

20 年 5 月期第 1四半期 △1,232   △7   △126    963   

19 年 5 月期第 1四半期 △293   △227   300    1,034   

(参考)19 年５月期 740   △313   648    2,335   

 

２．配当状況 

 １株当たり配当金（円） 

(基準日) 中 間 期 末 年 間 

配当金 

総額 

（年間） 

配当性向 

（連結） 

純資産 

配当率 

（連結） 

 円  銭 円  銭 円  銭 百万円 ％ ％

18 年５月期 0 00  12  00 12  00 63 58.5 2.7 

19 年５月期 0 00  12  00 12  00 72 97.9 2.1 

20 年５月期（予想） 0 00  12  00 12  00 － 46.4 － 
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３．20 年５月期の連結業績予想（平成 19 年６月１日～平成 20 年５月 31 日）      

（百万円未満切捨） 

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 売 上 高     営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 

当期純利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％  円    銭

中 間 期 2,624  (63.2) △432 ( － ) △525 ( － ) △322 ( － ) △53 05

通   期 7,609 (27.2) 563 (94.0) 377 (78.8) 156 (133.2) 25 84

 

４．その他 

 (1) 期中における重要な子会社の異動 : 無 

 (2) 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 

 (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無 

 (4) 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。 

 

５．平成 20 年５月期第１四半期財務・業績の概況（平成 19 年６月１日 ～ 平成 19 年８月 31 日） 

(1) 個別経営成績 

 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    ％

20 年５月期第１四半期 1,061 (161.9) △244  ( － ) △279  ( － )  △169  ( － ) 

19 年５月期第１四半期 405 ( 61.0) △367  ( － ) △375  ( － )  △259  ( － ) 

(参考)19 年５月期 5,805          382         265          123         

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

 円    銭

20 年５月期第１四半期 △27   94  

19 年５月期第１四半期 △48   84  

(参考)19 年５月期 22   59  

 (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) 個別財政状態 

 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

20 年５月期第１四半期 10,322   3,349   32.5    551   92  

19 年５月期第１四半期 8,960   2,155   24.1    405   89  

(参考)19 年５月期 11,367   3,592   31.6    591   85  

 

６．20 年５月期の個別業績予想(平成 19 年６月１日～平成 20 年５月 31 日)  

 （％表示は、通期は対前期、中間は対前年中間期増減率） 

 売 上 高     営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 

当期純利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％  円    銭

中 間 期 2,428 (52.1) △358 ( － ) △451 ( － ) △248 ( － ) △40 88

通   期 6,898 (18.8) 677 (77.3) 491 (85.1) 270 (118.1) 44 51

 

(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３ページをご参照ください。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の財政状態は、前連結会計年度末に対し、総資産は1,099百万円減少し10,044百万

円となりました。純資産は利益剰余金の減少により、307百万円減少し3,130百万円となりました。増減の主なもの

は、資産では受取手形及び売掛金が122百万円増加、有形固定資産が91百万円増加した一方で、たな卸資産が36百

万円減少、無形固定資産が54百万円減少しております。負債では支払手形及び買掛金が638百万円減少しておりま

す。 

 また、当第１四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1,077百万円、経常損失

は332百万円、四半期純損失は220百万円となりました。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。 

 当第 1 四半期連結会計期間の経営環境については、当社の関連する半導体及び電機業界においては、300mm ウェ

ーハ関連の設備投資が引き続き堅調であり、また前年度においてはデジタル家電製品の競争激化により、一部半導

体デバイスの大幅な価格下落が起こりましたが、今期においては価格の安定が見られるようになりました。 

 また、より高性能な半導体製品を開発するため、回路の微細化も進んでおり、液浸露光など新しい技術が採用さ

れています。この流れにおいても、エッジ検査の重要性に対する認識が高まっています。 

 よって、当社製品については引き続き活発な引合いが維持されております。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四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、税金等調整前四半期純損失332百万円、仕

入債務の減少646百万円、売上債権の増加122百万円、たな卸資産の増加90百万円、法人税等の支払い115百万円な

どにより、1,232百万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、7百万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などにより126百万円の支出となりました。 

以上の結果、当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、963百万円となりました。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

第１四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ておりますので、中間期及び通期とも当初計

画どおりであります。 

メインの顧客である国内大手ウェーハメーカーは、300mmウェーハ増産のための設備投資を継続しており、ウェ

ーハ検査装置及びウェーハ測定装置については堅調な受注が見込まれます。さらに、ウェーハ測定装置NanoProの

売上も下半期より本格化するため、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。 

なお、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。 

 

４．その他 

 (1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 

   該当事項はありません。 

 (2) 会計方針の変更における簡便な方法の採用 

   該当事項はありません。 

 (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

   該当事項はありません。 
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５．四半期連結財務諸表 

(1）四半期連結貸借対照表      
（単位：千円）

前第１四半期連結会計期間末 
 

(平成18年８月31日現在) 

当第１四半期連結会計期間末 
 

(平成19年８月31日現在) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

(平成19年５月31日現在) 

期  別 
 
 
 
科  目 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

（資産の部）  ％ ％ ％

Ⅰ 流動資産  

１．現金及び預金 ※１ 1,114,867 1,062,358 2,429,036

２．受取手形及び売掛金  3,334,466 3,527,118 3,405,084

３．たな卸資産  2,600,539 2,859,385 2,895,944

４．繰延税金資産  219,639 177,544 66,240

５．その他 ※３ 180,519 225,644 190,679

貸倒引当金  △2,885 △1,404 △1,334

流動資産合計  7,447,147 84.3 7,850,647 78.2 8,985,652 80.6

Ⅱ 固定資産  

１．有形固定資産 ※２ 

 (1)建物及び構築物 ※１ 805,633 744,078 763,236

  (2)その他  170,219 300,620 189,588

  有形固定資産合計  975,852 11.1 1,044,699 10.4 952,824 8.6

２．無形固定資産  172,495 2.0 927,358 9.2 982,331 8.8

３．投資その他の資産  233,385 2.6 221,365 2.2 223,048 2.0

固定資産合計  1,381,732 15.7 2,193,423 21.8 2,158,203 19.4

資産合計  8,828,880 100.0 10,044,070 100.0 11,143,856 100.0

（負債の部）  

Ⅰ 流動負債  

１．支払手形及び買掛金  1,056,476 921,846 1,560,371

２．短期借入金  860,000 1,100,000 1,071,000

３．１年以内返済予定長期借入金 ※１ 1,846,393 1,989,860 2,046,303

４．１年以内償還予定社債  64,000 64,000 64,000

５．未払法人税等  4,293 5,185 127,035

６．製品保証引当金  40,159 31,279 28,320

７．その他  208,345 165,429 116,248

流動負債合計  4,079,668 46.2 4,277,600 42.6 5,013,279 45.0

Ⅱ 固定負債  

１．長期借入金 ※１ 2,363,921 2,344,200 2,368,491

２．社債  356,000 292,000 324,000

固定負債合計  2,719,921 30.8 2,636,200 26.2 2,692,491 24.1

負債合計  6,799,589 77.0 6,913,801 68.8 7,705,770 69.1
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前第１四半期連結会計期間末 
 

(平成18年８月31日現在) 

当第１四半期連結会計期間末 
 

(平成19年８月31日現在) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

(平成19年５月31日現在) 

期  別 
 
 
 
科  目 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

１．資本金  1,072,200 12.1 1,072,200 10.7 1,072,200 9.6

２．資本剰余金  1,046,310 11.9 2,100,221 20.9 2,100,221 18.9

３．利益剰余金  △100,110 △1.1 △47,882 △0.5 245,468 2.2

４．自己株式  △263 △0.0 △302 △0.0 △302 △0.0

  株主資本合計  2,018,136 22.9 3,124,236 31.1 3,417,587 30.7

Ⅱ 評価・換算差額等  

１．為替換算調整勘定  11,154 0.1 6,032 0.1 20,497 0.2

  評価・換算差額等合計  11,154 0.1 6,032 0.1 20,497 0.2

純資産合計  2,029,291 23.0 3,130,269 31.2 3,438,085 30.9

負債純資産合計  8,828,880 100.0 10,044,070 100.0 11,143,856 100.0
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(2）四半期連結損益計算書      
（単位：千円）

前第１四半期連結会計期間 
 

自 平成18年６月１日 
至 平成18年８月31日 

当第１四半期連結会計期間 
 

自 平成19年６月１日 
至 平成19年８月31日 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日 

期  別 
 
 
 
 
科  目 金 額 百分比 金 額 百分比 金 額 百分比

  ％ ％ ％

Ⅰ 売上高  413,472 100.0 1,077,412 100.0 5,980,097 100.0

Ⅱ 売上原価  289,044 69.9 764,222 70.9 3,618,427 60.5

売上総利益  124,427 30.1 313,189 29.1 2,361,669 39.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 510,096 123.4 609,187 56.6 2,070,938 34.6

営業利益又は 
営業損失(△) 

 △385,668 △93.3 △295,998 △27.5 290,730 4.9

Ⅳ 営業外収益  

１．受取利息  176 1,455 1,059

２．受取配当金  4 4 4

３．為替差益  13,302 － 4,384

４．受取リース料  2,940 1,960 10,780

５．補助金収入  － 2,855 45,179

６．雑収入  1,405 343 4,271

  営業外収益合計  17,827 4.3 6,618 0.6 65,678 1.1

Ⅴ 営業外費用  

１．支払利息  14,463 32,280 98,647

２．為替差損  － 5,241 －

３．社債発行費  6,722 － －

４．手形売却損  3,000 － －

５．支払手数料  － 4,818 21,041

６．雑損失  2,903 1,023 25,388

  営業外費用合計  27,090 6.5 43,363 4.0 145,077 2.5

経常利益又は 
経常損失(△)  △394,930 △95.5 △332,743 △30.9 211,332 3.5

Ⅵ 特別利益  

１．製品保証引当金戻入益  － － 135

２．貸倒引当金戻入益  134 － 1,686

  特別利益合計  134 0.0 － － 1,821 0.0

Ⅶ 特別損失  

１．固定資産除却損 ※２ 32,452 － 35,754

２．本社移転費用  16,565 － 16,565

  特別損失合計  49,017 11.8 － － 52,319 0.8

税金等調整前四半期純損
失(△)又は当期純利益  △443,813 △107.3 △332,743 △30.9 160,833 2.7

法人税、住民税及び事業税  1,097 0.3 1,271 0.1 116,962 2.0

法人税等調整額  △166,565 △40.3 △113,499 △10.5 △23,361 △0.4

四半期純損失(△) 
又は当期純利益 

 △278,345 △67.3 △220,514 △20.5 67,233 1.1
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書 

前第１四半期連結会計期間（自 平成 18 年６月１日 至 平成 18 年８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)  △63,718 △63,718  △63,718

 四半期純利益(千円)  △278,345 △278,345  △278,345

株主資本以外の項目 

の四半期連結会計期間中の

変動額(純額) (千円) 

 6,864 6,864

四半期中の変動額合計 

(千円) 
－ － △342,063 － △342,063 6,864 △335,199

平成18年８月31日残高 

(千円) 
1,072,200 1,046,310 △100,110 △263 2,018,136 11,154 2,029,291

 

当第１四半期連結会計期間（自 平成 19 年６月１日 至 平成 19 年８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19年５月31日残高 

(千円) 
1,072,200 2,100,221 245,468 △302 3,417,587 20,497 3,438,085

四半期中の変動額   

 剰余金の配当(千円)  △72,836 △72,836  △72,836

 四半期純利益(千円)  △220,514 △220,514  △220,514

株主資本以外の項目 

の四半期連結会計期間中の

変動額(純額) (千円) 

 △14,465 △14,465

四半期中の変動額合計 

(千円) 
－ － △293,351 － △293,351 △14,465 △307,816

平成19年８月31日残高 

(千円) 
1,072,200 2,100,221 △47,882 △302 3,124,236 6,032 3,130,269
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前連結会計年度（自 平成 18 年６月１日 至 平成 19 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

連結会計年度中の変動額   

 新株の発行(千円)  1,053,911 1,053,911  1,053,911

 剰余金の配当(千円)  △63,718 △63,718  △63,718

 当期純利益(千円)  67,233 67,233  67,233

 自己株式の取得(千円)  △39 △39  △39

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) 

 16,208 16,208

連結会計年度中の変動額合

計(千円) 
－ 1,053,911 3,514 △39 1,057,387 16,208 1,073,595

平成19年５月31日残高 

(千円) 
1,072,200 2,100,221 245,468 △302 3,417,587 20,497 3,438,085
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(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：千円）

前第１四半期連結会計期間
 

自 平成18年６月１日
至 平成18年８月31日

当第１四半期連結会計期間 
 

自 平成19年６月１日 
至 平成19年８月31日 

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日

期  別 
 
 
 
 
科  目 金 額 金 額 金 額 

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(△) 
又は当期純利益 

 △443,813 △332,743 160,833

減価償却費  27,904 47,018 163,552

のれん償却額  － 38,910 38,910

固定資産除却損  32,452 － 35,754

貸倒引当金の増加額又は 
減少額(△)  △134 70 △1,686

製品保証引当金の増加額又は 

減少額(△) 
 7,259 2,959 △4,580

為替差益  △1,690 △2,022 △2,570

受取利息及び受取配当金  △180 △1,459 △1,063

支払利息  14,463 32,280 98,647

社債発行費  6,722 － 6,715

株式交付費  － － 1,819

売上債権の減少額又は増加額(△)  745,175 △122,096 786,025

たな卸資産の増加額  △407,470 △90,662 △642,427

その他流動資産の増加額  △88,831 △40,082 △57,171

仕入債務の増加額又は減少額(△)  △31,637 △646,513 461,789

その他流動負債の増加額又は 
減少額(△) 

 23,712 9,224 △48,881

長期前払費用の減少額又は 
増加額(△) 

 △9,246 4,526 △7,817

小計  △125,315 △1,100,589 987,850

利息及び配当金の受取額  151 1,459 520

利息の支払額  △15,761 △18,186 △103,274

法人税等の支払額  △152,325 △115,126 △144,794

営業活動によるキャッシュ・フロー  △293,251 △1,232,443 740,302
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 （単位：千円）

前第１四半期連結会計期間
 

自 平成18年６月１日
至 平成18年８月31日

当第１四半期連結会計期間 
 

自 平成19年６月１日 
至 平成19年８月31日 

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日

期  別 
 
 
 
 
科  目 金 額 金 額 金 額 

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  △4,505 △4,551 △18,021

有形固定資産の取得による支出  △215,734 △1,086 △348,165

有形固定資産の売却による収入  － － 157

子会社株式の取得による収入  － － 110,547

無形固定資産の取得による支出  △4,902 △479 △75,881

その他投資等の減少額又は 
増加額(△)  △1,883 △1,258 18,075

投資活動によるキャッシュ・フロー  △227,025 △7,376 △313,287

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又は 
純減少額（△）  △596,000 29,000 △385,000

長期借入金の借入れによる収入  910,000 200,000 2,710,000

長期借入金の返済による支出  △378,998 △280,734 △1,994,197

自己株式の取得による支出  － － △39

社債の発行による収入  413,277 － 413,284

社債の償還による支出  － △32,000 △32,000

配当金の支払額  △47,549 △43,135 △63,199

財務活動によるキャッシュ・フロー  300,729 △126,869 648,847

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  2,986 △4,540 8,229

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額）  △216,560 △1,371,229 1,084,092

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,250,987 2,335,079 1,250,987

Ⅶ 現金及び現金同等物の第１四半期末
(期末)残高  1,034,427 963,850 2,335,079
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四半期連結財務諸表作成の基本となる重要な事項 

期  別 
 
項  目 

前第１四半期連結会計期間 
自 平成18年６月１日 
至 平成18年８月31日 

当第１四半期連結会計期間 
自 平成19年６月１日 
至 平成19年８月31日 

前連結会計年度 
自 平成18年６月１日 
至 平成19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 

 

連結子会社の数 ２社 

連結子会社名 

 RAYTEX USA CORPORATION 

 ㈱ナノシステムソリューションズ 

 

連結子会社の数 ２社 

連結子会社名 

 RAYTEX USA CORPORATION 

 ㈱ナノシステムソリューションズ 

上記のうち、㈱ナノシステム

ソリューションズについては、

平成19年３月１日に株式交換

に伴い連結子会社となりまし

た。 

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１四半

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１四半期決算

日は３月31日であります。第１

四半期連結財務諸表の作成に

当たっては、８月31日現在で実

施した仮決算に基づく第１四

半期財務諸表を使用しており

ます。 

連結子会社のうちRAYTEX USA 

CORPORATIONの第１四半期決算

日は３月31日であります。第１

四半期連結財務諸表の作成に

当たっては、８月31日現在で実

施した仮決算に基づく第１四

半期財務諸表を使用しており

ます。 

連結子会社のうち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、５月31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 

 最終仕入原価法 

 

 

たな卸資産 

ａ．製品・商品・仕掛品 

同左 

ｂ．原材料 

 主に月次総平均法による原価法

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(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 

同左 

① 有形固定資産 

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

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１四半期連結会計期間 
自 平成18年６月１日 
至 平成18年８月31日 

当第１四半期連結会計期間 
自 平成19年６月１日 
至 平成19年８月31日 

前連結会計年度 
自 平成18年６月１日 
至 平成19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。 

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１四半期連結会計期間 
自 平成18年６月１日 
至 平成18年８月31日 

当第１四半期連結会計期間 
自 平成19年６月１日 
至 平成19年８月31日 

前連結会計年度 
自 平成18年６月１日 
至 平成19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 

 繰延ヘッジ処理を採用し

ております。また、為替変動

リスクのヘッジについて振

当処理の要件を充たしてい

る場合には振当て処理を、金

利スワップについて特例処

理の条件を充たしている場

合には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、 為替予

約 

 ヘッジ対象 

  借入金利息、買掛金、未

払金 

③ ヘッジ方針 

 金利リスクの低減並びに

金融収支改善のため、対象債

権債務の範囲内でヘッジを

行っております。 

 

 

 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象の相場変動と

ヘッジ手段の相場変動を比

較し、その変動額の比率によ

って有効性を評価しており

ます。ただし、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 

  借入金利息、売掛金、買

掛金 

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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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１四半期連結会計期間 
自 平成18年６月１日 
至 平成18年８月31日 

当第１四半期連結会計期間 
自 平成19年６月１日 
至 平成19年８月31日 

前連結会計年度 
自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日 

（四半期連結貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準） 

 会社法が平成18年５月１日より施行

されたことに伴い、同日より「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2,029,291千円であります。 

 なお、中間連結財務諸表規則の改正に

より、当第１四半期連結会計期間末にお

ける四半期連結貸借対照表の純資産の部

については、改正後の中間連結財務諸表

規則により作成しております。 

（減価償却資産の減価償却の方法） 

 当第１四半期連結会計期間より、法人

税法の改正(所得税法等の一部を改正す

る法律 平成19年３月30日 法律第６

号)及び(法人税法施行令の一部を改正

する政令 平成19年３月30日 政令第

83号)に伴い、当第１四半期連結会計期

間以降に取得した減価償却資産につい

ては、改正後の法人税法に基づく方法に

変更しております。 

 なお、これによる損益に与える影響は

軽微であります。 

－ 

 

表示方法の変更 

前第１四半期連結会計期間 
自 平成18年６月１日 
至 平成18年８月31日 

当第１四半期連結会計期間 
自 平成19年６月１日 
至 平成19年８月31日 

 

（四半期連結貸借対照表） 

「建物及び構築物」は前第１四半期連結

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１四半期

連結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１四半期連結会計期間末

の「建物及び構築物」の金額は、34,052

千円であります。 

－  

（四半期連結損益計算書） 

「手形売却損」は前第１四半期連結会計

期間まで営業外費用の「雑損失」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１四半期連結会計

期間における「手形売却損」の金額は、

457千円であります。 

（四半期連結損益計算書） 

「手形売却損」(当第１四半期連結会計期

間は331千円)は前第１四半期連結会計期

間まで区分掲記しておりましたが、営業

外費用の総額の100分の10を未満となっ

たため営業外費用の「雑損失」に含めて

表示しました。 

 

「支払手数料」は前第１四半期連結会計

期間まで営業外費用の「雑損失」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１四半期連結会計

期間における「支払手数料」の金額は、

2,639千円であります。 
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注記事項 

（四半期連結貸借対照表関係）  

前第１四半期連結会計期間末 
（平成18年８月31日現在） 

当第１四半期連結会計期間末 
（平成19年８月31日現在） 

前連結会計年度末 
（平成19年５月31日現在） 

※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 

 建物及び構築物 709,356千円 

 

 担保付債務は次のとおりであり

ます。 

 長期借入金    568,750千円 

 １年以内返済予定長期借入金    63,000千円 

※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 

 建物及び構築物 662,759千円 

 

 担保付債務は次のとおりであり

ます。 

 長期借入金   507,500千円 

 １年以内返済予定長期借入金    61,250千円 

※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 

 建物及び構築物 674,129千円 

 

 担保付債務は次のとおりであり

ます。 

 長期借入金   521,500千円 

 １年以内返済予定長期借入金   63,000千円 

※２．有形固定資産の減価償却累計額 

94,762千円 

※２．有形固定資産の減価償却累計額 

263,373千円 

※２．有形固定資産の減価償却累計額 

                       234,379千円 

※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．     － 

 

（四半期連結損益計算書関係）  

前第１四半期連結会計期間 
自 平成18年６月１日 
至 平成18年８月31日 

当第１四半期連結会計期間 
自 平成19年６月１日 
至 平成19年８月31日 

前連結会計年度 
自 平成18年６月１日 
至 平成19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      96,152千円 

    旅費交通費     40,746千円 

    研究開発費       81,213千円 

    製品保証引当金繰入     8,482千円 

※１．販売費及び一般管理費の主なもの

    給与手当     89,531千円 

    旅費交通費    55,080千円 

    研究開発費     129,824千円 

    製品保証引当金繰入    3,923千円 

※１．販売費及び一般管理費の主なもの

    給与手当     383,903千円 

    旅費交通費    179,330千円 

    研究開発費    396,305千円 

     

※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 7,711千円 

      計      32,452千円 

※２．       － 

 

※２．固定資産除却損 

    建物及び構築物   27,358千円 

    工具、器具及び備品 8,203千円 

    ソフトウェア      191千円 

      計      35,754千円 
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係） 

 前第１四半期連結会計期間 （自 平成 18 年６月１日 至 平成 18 年８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 
当四半期連結会計期間

増加株式数 
当四半期連結会計期間 

減少株式数 
当第１四半期連結会計

年度末株式数 

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)基準日が当四半期に属する配当のうち、配当の効力発生日が四半期末後となるもの 

         該当事項はありません。 

 

 当第１四半期連結会計期間 （自 平成 19 年６月１日 至 平成 19 年８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 
当四半期連結会計期間

増加株式数 
当四半期連結会計期間 

減少株式数 
当第１四半期連結会計

年度末株式数 

発行済株式数 

 普通株式  

 

6,069,850株 

 

－ 

 

－ 

 

6,069,850株 

合計 6,069,850株 － － 6,069,850株 

自己株式 

 普通株式 

 

165株 

 

－ 

 

－ 

 

165株 

合計 165株 － － 165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19年８月28日 

定時株主総会 
普通株式 72,836千円 12円 平成19年５月31日 平成19年８月29日

 

(2)基準日が当四半期に属する配当のうち、配当の効力発生日が四半期末後となるもの 

         該当事項はありません。 
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 前連結会計年度（自 平成 18 年６月１日 至 平成 19 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)１ 

 

5,310,000株 

 

759,850株 

 

－ 

 

6,069,850株 

合計 5,310,000株 759,850株 － 6,069,850株 

自己株式 

 普通株式 (注)２ 

 

115株 

 

50株 

 

－ 

 

165株 

合計 115株 50株 － 165株 

(注)１．普通株式の発行済株式総数の増加 759,850 株は、株式交換により増加であります。 

  ２．自己株式の増加は単元未満株の買取請求によるものであります。 

 

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19年８月28日 

定時株主総会 
普通株式 72,836千円 利益剰余金 12円 平成19年５月31日 平成19年８月29日

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）  

前第１四半期連結会計期間 
自 平成18年６月１日 
至 平成18年８月31日 

当第１四半期連結会計期間 
自 平成19年６月１日 
至 平成19年８月31日 

前連結会計年度 
自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日 

 現金及び現金同等物の第１四半期末残

高と第１四半期連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

（平成18年８月31日現在） 

現金及び預金勘定    1,114,867千円 

預入期間が3ヵ月を超える定期預金   △80,440千円 

現金及び現金同等物  1,034,427千円 

 

 現金及び現金同等物の第１四半期末残

高と第１四半期連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

（平成19年８月31日現在）

現金及び預金勘定    1,062,358千円

預入期間が3ヵ月を超える定期預金   △98,508千円

現金及び現金同等物    963,850千円

 

 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19年５月31日現在）

現金及び預金勘定    2,429,036千円

預入期間が3ヵ月を超える定期預金   △93,957千円

現金及び現金同等物  2,335,079千円
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（リース取引関係）     

前第１四半期連結会計期間 
自 平成18年６月１日 
至 平成18年８月31日 

当第１四半期連結会計期間 
自 平成19年６月１日 
至 平成19年８月31日 

前連結会計年度 
自 平成18年６月１日 
至 平成19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１四半

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１四半

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 
(千円) 

減価償却
累計額相
当額 
(千円)

第１四半
期末残高
相当額 
(千円) 

車両運搬具 18,575 11,714 6,861 

工具、器具 
及び備品 

19,950 2,057 17,892 

ソフトウェア 3,500 1,093 2,406 

合計 42,025 14,865 27,159 

 

 

科目 
取得価額
相当額 
(千円)

減価償却
累計額相
当額 
(千円)

第１四半
期末残高
相当額 
(千円)

車両運搬具 8,944 600 8,343

工具、器具 
及び備品 

19,950 6,259 13,690

ソフトウェア 3,500 1,968 1,531

合計 32,394 8,828 23,565

 

 

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)

車両運搬具 8,944 300 8,644

工具、器具 

及び備品 
19,950 5,191 14,758

ソフトウェア 3,500 1,750 1,750

合計 32,394 7,242 25,152

 
(2）未経過リース料第１四半期末残高

相当額等 

(2）未経過リース料第１四半期末残高

相当額等 

(2）未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内 9,215千円 １年内 6,159千円 １年内 6,098千円

１年超 18,080千円 １年超 17,821千円 １年超 19,384千円

合計 27,296千円 合計 23,980千円 合計 25,483千円

(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 1,833千円 支払リース料 1,737千円 支払リース料 6,261千円

減価償却費相当額 1,608千円 減価償却費相当額 1,586千円 減価償却費相当額 5,628千円

支払利息相当額 128千円 支払利息相当額 234千円 支払利息相当額 701千円

(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、残存

価額を零とする定額法によってお

ります。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

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 66,075千円

１年超 －千円

計 66,075千円
 

－ ２.オペレーティング・リース取引 

 未経過リース料 

１年内 867千円

１年超 －千円

計 867 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１四半期連結会計期間末（平成 18 年８月 31 日現在） 

該当事項はありません。 

 

当第１四半期連結会計期間末（平成 19 年８月 31 日現在） 

該当事項はありません。 

 

前連結会計年度末（平成 19 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１四半期連結会計期間（自 平成 18 年６月１日 至 平成 18 年８月 31 日） 

 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１四半期連結会計期間（自 平成 19 年６月１日 至 平成 19 年８月 31 日） 

 該当事項はありません。 

 なお、金利スワップ取引及び為替予約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（自 平成 18 年６月１日 至 平成 19 年５月 31 日） 

 該当事項はありません。 

 なお、金利スワップ取引及び為替予約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１四半期連結会計期間（自 平成 18 年６月１日 至 平成 18 年８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。 

 

当第１四半期連結会計期間（自 平成 19 年６月１日 至 平成 19 年８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。 

 

前連結会計年度（自 平成 18 年６月１日 至 平成 19 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１四半期連結会計期間（自 平成 18 年６月１日 至 平成 18 年８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。 

 

当第１四半期連結会計期間（自 平成 19 年６月１日 至 平成 19 年８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。 

 

前連結会計年度（自 平成 18 年６月１日 至 平成 19 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１四半期連結会計期間（自 平成 18 年６月１日 至 平成 18 年８月 31 日） 

 海外売上高は、連結売上高の 10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

当第１四半期連結会計期間（自 平成 19 年６月１日 至 平成 19 年８月 31 日） 

 海外売上高は、連結売上高の 10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

前連結会計年度（自 平成 18 年６月１日 至 平成 19 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) 20,035 299,628 320,467 640,131 

Ⅱ 連結売上高 (千円) － － － 5,980,097 

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合 (％） 
0.3 5.0 5.4 10.7 

（注）１. 地域は、地理的近接度により区分しております。 

   ２. 各区分に属する主な国または地域は、以下のとおりであります。 

    (1)欧州……………イギリス、ドイツ 

        (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。 

 

（１株当たり情報）     

前第１四半期連結会計期間 
自 平成18年６月１日 
至 平成18年８月31日 

当第１四半期連結会計期間 
自 平成19年６月１日 
至 平成19年８月31日 

前連結会計年度 
自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日 

１株当たり純資産額 382.17円 １株当たり純資産額 515.72円 １株当たり純資産額 566.44円

１株当たり四半期純利益金額 △52.42円 １株当たり四半期純利益金額 △36.33円 １株当たり当期純利益金額 12.26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株当たり第１四半期純

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株当たり第１四半期純

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（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１四半期 

連結会計期間 
自 平成18年６月１日 
至 平成18年８月31日 

当第１四半期 
連結会計期間 

自 平成19年６月１日 
至 平成19年８月31日 

 
前連結会計年度 

自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日 

四半期純損失(△)又は当期純利益

（千円） 
△278,345 △220,514 67,233 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係わる四半期純損失

(△)又は当期純利益（千円） 
△278,345 △220,514 67,233 

期中平均株式数（株） 5,309,885 6,069,685 5,485,227 

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

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 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 910 個 

普通株式 91,000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 415個 

普通株式 41,500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 810個 

普通株式 81,000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 415 個 

普通株式 41,500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 820 個 

普通株式 82,000 株） 
 



㈱レイテックス(6672) 平成 20 年５月第１四半期財務・業績の概況 

 - 21 -

 

（重要な後発事象） 

前第１四半期連結会計期間（自 平成 18 年６月１日 至 平成 18 年８月 31 日） 

 該当事項はありません。 

 

当第１四半期連結会計期間（自 平成 19 年６月１日 至 平成 19 年８月 31 日） 

 該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自 平成 18 年６月１日 至 平成 19 年５月 31 日） 

 当社の平成 19 年７月 13 日開催の取締役会において、KLA-Tencor 社による米国 Therma-Wave 社の買収により、

Therma-Wave 社との間で締結しておりました日本国内における独占販売代理店契約を解除することについて、決議

いたしました。 

１．代理店契約解除のスケジュール 

 平成 19 年７月 14 日  独占販売代理店契約解除 

２．業績への影響 

 契約解除による影響見込み額は、過去の売上実績からの推測上、売上は 500 百万円程度の減少、売上総利益及び営

業利益は 50 百万円程度の減少であります。 

 

６．四半期財務諸表 

(1）四半期貸借対照表      
（単位：千円）

前第１四半期会計期間末 
 

(平成18年８月31日現在) 

当第１四半期会計期間末 
 

(平成19年８月31日現在) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年５月31日現在) 

期  別 
 
 
 
科  目 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

（資産の部）  ％ ％ ％

Ⅰ 流動資産  

１．現金及び預金 ※２ 1,058,612 895,075 2,290,456

２．受取手形  282,863 114,960 51,789

３．売掛金  3,045,700 3,412,129 3,286,787

４．たな卸資産  2,600,539 2,780,401 2,836,073

５．繰延税金資産  219,641 175,030 65,935

６．その他 ※４ 222,528 108,214 90,178

貸倒引当金  △2,891 △1,411 △1,336

流動資産合計  7,426,994 82.9 7,484,401 72.5 8,619,884 75.8

Ⅱ 固定資産  

１．有形固定資産 ※１ 

 (1) 建物 ※２ 688,628 644,268 654,964

 (2) その他 ※２ 184,517 273,035 157,212

 有形固定資産合計  873,146 9.7 917,303 8.9 812,177 7.1

２．無形固定資産  170.138 1.9 221,384 2.1 237,106 2.1

３．投資その他の資産  

 (1) 関係会社株式  － 1,491,021 1,491,021

 (2) その他  490,662 208,015 207,724

 投資その他の資産合計  490,662 5.5 1,699,037 16.5 1,698,746 7.1

固定資産合計  1,533,946 17.1 2,837,725 27.5 2,748,029 24.2

資産合計  8,960,940 100.0 10,322,126 100.0 11,367,914 100.0
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     （単位：千円）

前第１四半期会計期間末 
 

(平成18年８月31日現在) 

当第１四半期会計期間末 
 

(平成19年８月31日現在) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年５月31日現在) 

期  別 
 
 
 
科  目 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

（負債の部）  ％ ％ ％

Ⅰ 流動負債  

１．支払手形  807,030 637,889 1,286,149

２．買掛金  250,051 356,291 380,169

３．短期借入金  860,000 1,100,000 1,071,000

４．１年以内返済予定長期借入金 ※２ 1,846,393 1,979,540 2,035,983

５．１年以内償還予定社債  64,000 64,000 64,000

６．未払法人税等  4,293 4,720 126,270

７．製品保証引当金  40,159 31,279 28,320

８．その他  213,841 166,447 97,943

流動負債合計  4,085,769 45.6 4,340,169 42.0 5,089,836 44.8

Ⅱ 固定負債  

１．長期借入金 ※２ 2,363,921 2,340,000 2,361,711

２．社債  356,000 292,000 324,000

固定負債合計  2,719,921 30.3 2,632,000 25.5 2,685,711 23.6

負債合計  6,805,690 75.9 6,972,169 67.5 7,775,548 68.4

  

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

１．資本金  1,072,200 12.0 1,072,200 10.4 1,072,200 9.4

２．資本剰余金  

(1) 資本準備金  1,046,310 2,100,221 2,100,221

資本剰余金合計  1,046,310 11.7 2,100,221 20.4 2,100,221 18.5

３．利益剰余金  

(1) その他利益剰余金  

   繰越利益剰余金  37,003 177,837 420,246

利益剰余金合計  37,003 0.4 177,837 1.7 420,246 3.7

４．自己株式  △263 △0.0 △302 △0.0 △302 △0.0

株主資本合計  2,155,250 24.1 3,349,957 32.5 3,592,366 31.6

純資産合計  2,155,250 24.1 3,349,957 32.5 3,592,366 31.6

負債純資産合計  8,960,940 100.0 10,322,126 100.0 11,367,914 100.0
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(2）四半期損益計算書      
（単位：千円）

前第１四半期会計期間 
 

自 平成18年６月１日 
至 平成18年８月31日 

当第１四半期会計期間 
 

自 平成19年６月１日 
至 平成19年８月31日 

前事業年度の 
要約損益計算書 

自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日 

期  別 
 
 
 
 
科  目 金 額 百分比 金 額 百分比 金 額 百分比

  ％ ％ ％

Ⅰ 売上高  405,371 100.0 1,061,851 100.0 5,805,159 100.0

Ⅱ 売上原価  289,099 71.3 736,341 69.3 3,555,797 61.3

売上総利益  116,272 28.7 325,510 30.7 2,249,361 38.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費  484,017 119.4 569,715 53.7 1,867,346 32.1

営業利益又は営業損失(△)  △367,745 △90.7 △244,205 △23.0 382,014 6.6

Ⅳ 営業外収益 ※１ 18,921 4.7 8,197 0.8 22,267 0.4

Ⅴ 営業外費用 ※２ 27,090 6.7 43,655 4.1 138,851 2.4

経常利益又は経常損失(△)  △375,913 △92.7 △279,663 △26.3 265,431 4.6

Ⅵ 特別利益 ※３ 129 0.0 － － 1,819 0.0

Ⅶ 特別損失 ※４ 49,017 12.1 － － 49,530 0.9

税引前四半期純損失(△) 
又は当期純利益 

 △424,802 △104.8 △279,663 △26.3 217,719 3.7

法人税、住民税及び事業税  1,097 0.3 1,198 0.1 116,865 2.0

法人税等調整額  △166,567 △41.1 △111,289 △10.4 △23,057 △0.4

四半期純損失(△)又は 
当期純利益 

 △259,331 △64.0 △169,572 △16.0 123,911 2.1

 

 

(3）四半期株主資本等変動計算書 

 
前第１四半期会計期間（自 平成18年６月１日 至 平成18年８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

四半期中の変動額     

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

 四半期純利益(千円）   △259,331 △259,331  △259,331 △259,331

四半期会計期間中の 

変動額合計(千円) 
－ － － △323,050 △323,050 － △323,050 △323,050

平成18年８月31日 

残高(千円） 
1,072,200 1,046,310 1,046,310 37,003 37,003 △263 2,155,250 2,155,250
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当第１四半期会計期間（自 平成19年６月１日 至 平成19年８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19年５月31日  

残高（千円） 
1,072,200 2,100,221 2,100,221 420,246 420,246 △302 3,592,366 3,592,366

四半期中の変動額     

 剰余金の配当(千円)   △72,836 △72,836  △72,836 △72,836

 四半期純利益(千円）   △169,572 △169,572  △169,572 △169,572

四半期会計期間中の 

変動額合計(千円) 
－ － － △242,408 △242,408 － △242,408 △242,408

平成19年８月31日 

残高(千円） 
1,072,200 2,100,221 2,100,221 177,837 177,837 △302 3,349,957 3,349,957

 

前事業年度（自 平成18年６月１日 至 平成19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

事業年度中の変動額     

 新株の発行(千円)  1,053,911 1,053,911  1,053,911 1,053,911

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

 当期純利益（千円）   123,911 123,911  123,911 123,911

 自己株式の取得 

（千円） 
  △39 △39 △39

事業年度中の 

変動額合計(千円) 
－ 1,053,911 1,053,911 60,193 60,193 △39 1,114,065 1,114,065

平成19年５月31日 

残高(千円） 
1,072,200 2,100,221 2,100,221 420,246 420,246 △302 3,592,366 3,592,366



㈱レイテックス(6672) 平成 20 年５月第１四半期財務・業績の概況 

- 25 - 

 

 

 

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１四半期会計期間 
自 平成18年６月１日 
至 平成18年８月31日 

当第１四半期会計期間 
自 平成19年６月１日 
至 平成19年８月31日 

前事業年度 
自 平成18年６月１日 
至 平成19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 

最終仕入原価法 

(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(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 

同左 

 

(1）有形固定資産 

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 

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１四半期会計期間 
自 平成18年６月１日 
至 平成18年８月31日 

当第１四半期会計期間 
自 平成19年６月１日 
至 平成19年８月31日 

前事業年度 
自 平成18年６月１日 
至 平成19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１四半期会計期間 
自 平成18年６月１日 
至 平成18年８月31日 

当第１四半期会計期間 
自 平成19年６月１日 
至 平成19年８月31日 

前事業年度 
自 平成18年６月１日 
至 平成19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 

 繰延ヘッジ処理を採用し

ております。また、為替変動

リスクのヘッジについて振

当処理の要件を充たしてい

る場合には振当て処理を、金

利スワップについて特例処

理の条件を充たしている場

合には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、為替予約

 ヘッジ対象 

  借入金利息、買掛金、 

  未払金 

(3）ヘッジ方針 

金利リスクの低減並びに

金融収支改善のため、対象債

権債務の範囲内でヘッジを

行っております。 

 

 

 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象の相場変動と

ヘッジ手段の相場変動を比

較し、その変動額の比率によ

って有効性を評価しており

ます。ただし、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 

  借入金利息、売掛金、 

  買掛金 

 (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 

 

 



㈱レイテックス(6672) 平成 20 年５月第１四半期財務・業績の概況 

- 28 - 

 

 

 

四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

前第１四半期会計期間 
自 平成18年６月１日 
至 平成18年８月31日 

当第１四半期会計期間 
自 平成19年６月１日 
至 平成19年８月31日 

前事業年度 
自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日 

（四半期貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準） 

 会社法が平成19年５月１日より施行さ

れたことに伴い、同日より「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2,155,250千円であります。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正によ

り、当第１四半期会計期間末における四

半期貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の中間財務諸表等規則により

作成しております。 

（減価償却資産の減価償却の方法） 

 当第１四半期連結会計期間より、法人

税法の改正(所得税法等の一部を改正す

る法律 平成19年３月30日 法律第６

号)及び(法人税法施行令の一部を改正す

る政令 平成19年３月30日 政令第83

号)に伴い、当第１四半期会計期間以降に

取得した減価償却資産については、改正

後の法人税法に基づく方法に変更してお

ります。 

 なお、これによる損益に与える影響は

軽微であります。 

－ 

 

表示方法の変更 

前第１四半期会計期間 
自 平成18年６月１日 
至 平成18年８月31日 

当第１四半期会計期間 
自 平成19年６月１日 
至 平成19年８月31日 

 

（四半期貸借対照表） 

 「建物」は、前第１四半期会計期間ま

で、有形固定資産に含めて表示しており

ましたが、当第１四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１四半期会計期間末の「建

物」の金額は34,052千円であります。 

（四半期貸借対照表） 

 「関係会社株式」は、前第１四半期会

計期間まで、投資その他の資産に含めて

表示しておりましたが、当第１四半期会

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１四半期会計期間末の「関

係会社株式」の金額は274,925千円であり

ます。 
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注記事項 

（四半期貸借対照表関係）   

前第１四半期会計期間末 
（平成18年８月31日現在） 

当第１四半期会計期間末 
（平成19年８月31日現在） 

前事業年度末 
（平成19年５月31日現在） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

80,083千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

177,589千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

156,329千円

※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      681,169千円 

構築物      28,186千円 

  担保付債務は次のとおりであ

ります。 

 長期借入金   568,750千円 

 １年以内返済予定長期借入金    63,000千円 

※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       637,855千円 

構築物      24,903千円 

 担保付債務は次のとおりであり

ます。 

 長期借入金   507,500千円 

 １年以内返済予定長期借入金   61,250千円 

※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 

建物       648,319千円 

構築物      25,810千円 

 担保付債務は次のとおりであり

ます。 

 長期借入金   521,000千円 

 １年以内返済予定長期借入金   63,000千円 

 ３ 受取手形割引高  576,714千円  ３     －  ３     － 

※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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（四半期損益計算書関係）   

前第１四半期会計期間 
自 平成18年６月１日 
至 平成18年８月31日 

当第１四半期会計期間 
自 平成19年６月１日 
至 平成19年８月31日 

前事業年度 
自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

   為替差益     14,396千円 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

   受取業務委託料   4,231千円 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

   受取リース料   10,780千円 

   為替差益      6,845千円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

   支払利息      13,824千円 

   社債発行費      6,722千円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

   支払利息      30,448千円 

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

   支払利息      92,621千円 

※３ 特別利益のうち主要なもの 

   貸倒引当金戻入益   129千円 

※３     － 

 

※３ 特別利益のうち主要なもの 

   貸倒引当金戻入益  1,684千円 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

 固定資産除却損    32,452千円 

 本社移転費用    16,565千円 

  ５ 減価償却実施額 

   有形固定資産     15,831千円 

   無形固定資産      7,447千円 

※４     － 

 

 

  ５ 減価償却実施額 

   有形固定資産     21,260千円 

   無形固定資産     15,722千円 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

 固定資産除却損    32,964千円 

 

  ５ 減価償却実施額 

   有形固定資産      92,886千円

   無形固定資産      38,319千円

 

（四半期株主資本等変動計算書関係）   

前第１四半期会計期間（自 平成 18 年６月１日 至 平成 18 年８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 

当第１四半期会計
期間末株式数 

自己株式 

 普通株式 

 

115株 

 

－ 

 

－ 

 

115株 

合計 115株 － － 115株 

 

当第１四半期会計期間（自 平成 19 年６月１日 至 平成 19 年８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 

当第１四半期会計
期間末株式数 

自己株式 

 普通株式 

 

165株 

 

－ 

 

－ 

 

165株 

合計 165株 － － 165株 

 

前事業年度（自 平成 18 年６月１日 至 平成 19 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 (注) 

 

115株 

 

50株 

 

－ 

 

165株 

合計 115株 50株 － 165株 

(注) 自己株式の増加は単元未満株式の買取請求によるものであります。 
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（リース取引関係）     

前第１四半期会計期間 
自 平成18年６月１日 
至 平成18年８月31日 

当第１四半期会計期間 
自 平成19年６月１日 
至 平成19年８月31日 

前事業年度 
自 平成18年６月１日 
至 平成19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

損損失累計額相当額及び第１四半

期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減

損損失累計額相当額及び第１四半

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 
(千円) 

減価償却
累計額相
当額 
(千円) 

第１四半
期末残高
相当額 
(千円) 

車両運搬具 18,575 11,714 6,861 

工具、器具 
及び備品 

19,950 2,057 17,892 

ソフトウェア 3,500 1,093 2,406 

合計 42,025 14,865 27,159 

 

 

科目 
取得価額
相当額 
(千円)

減価償却
累計額相
当額 
(千円)

第１四半
期末残高
相当額 
(千円)

工具、器具 
及び備品 

19,950 6,259 13,690

ソフトウェア 3,500 1,968 1,531

合計 23,450 8,227 15,222

 

 

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)

工具、器具 

及び備品 
19,950 5,191 14,758

ソフトウェア 3,500 1,750 1,750

合計 23,450 6,941 16,508

 

(2）未経過リース料第１四半期末残高

相当額等 

(2）未経過リース料第１四半期末残高

相当額等 

(2）未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内 9,215千円 １年内 5,093千円 １年内 5,055千円

１年超 18,080千円 １年超 10,442千円 １年超 11,729千円

合計 27,296千円 合計 15,353千円 合計 16,785千円

(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 1,833千円 支払リース料 1,379千円 支払リース料 5,903千円

減価償却費相当額 1,608千円 減価償却費相当額 1,286千円 減価償却費相当額 5,327千円

支払利息相当額 128千円 支払利息相当額 129千円 支払利息相当額 590千円

(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、残存

価額を零とする定額法によってお

ります。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

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 66,075千円

１年超 －千円

計 66,075千円
 

－ ２.オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年内 867千円

１年超 －千円

計 867 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１四半期会計期間 
自 平成18年６月１日 
至 平成18年８月31日 

当第１四半期会計期間 
自 平成19年６月１日 
至 平成19年８月31日 

前事業年度 
自 平成18年６月１日 
至 平成19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１四半期会計期間 
自 平成18年６月１日 
至 平成18年８月31日 

当第１四半期会計期間 
自 平成19年６月１日 
至 平成19年８月31日 

前事業年度 
自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日 

１株当たり純資産額 405.89円 １株当たり純資産額 551.92円 １株当たり純資産額 591.85円

１株当たり四半期純利益金額 △48.84円 １株当たり四半期純利益金額 △27.94円 １株当たり当期純利益金額 22.59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ないため記載してお

りません。 

（注）１株当たり四半期（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１四半期会計期間 
自 平成18年６月１日 
至 平成18年８月31日 

当第１四半期会計期間 
自 平成19年６月１日 
至 平成19年８月31日 

前事業年度 
自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日 

四半期純損失(△)又は当期純利益 

（千円） 
△259,331 △169,572 123,911 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係わる四半期純損失

(△)又は当期純利益 
△259,331 △169,572 123,911 

期中平均株式数（株） 5,309,885 6,069,685 5,485,227 

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

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 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 910個 

普通株式 91,000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 415個 

普通株式 41,500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 810個 

普通株式 81,000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 415個 

 普通株式 41,500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 820個 

普通株式 82,000株） 
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（重要な後発事象） 

前第１四半期会計期間（自 平成 18 年６月１日 至 平成 18 年８月 31 日） 

 該当事項はありません。 

 

当第１四半期会計期間（自 平成 19 年６月１日 至 平成 19 年８月 31 日） 

 該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成 18 年６月１日 至 平成 19 年５月 31 日） 

 当社の平成 19 年７月 13 日開催の取締役会において、KLA-Tencor 社による米国 Therma-Wave 社の買収により、

Therma-Wave 社との間で締結しておりました日本国内における独占販売代理店契約を解除することについて、決

議いたしました。 

１．代理店契約解除のスケジュール 

 平成 19 年７月 14 日  独占販売代理店契約解除 

２．業績への影響 

 契約解除による影響見込み額は、過去の売上実績からの推測上、売上は 500 百万円程度の減少、売上総利益及び

営業利益は 50 百万円程度の減少であります。 

 


