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（財）財務会計基準機構会員  

平成 20年５月期  中間決算短信 

平成20年１月15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  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 

 半期報告書提出予定日  平成20年２月25日    

（百万円未満切捨て） 
１． 19年11月中間期の連結業績（平成19年６月１日～平成19年11月30日） 

 （1）連結経営成績                                （％表示は対前期増減率） 

         売 上 高     営業利益 経常利益 中間(当期)純利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

19年11月中間期 2,509 （56.1） △452 （ － ） △555 （ － ） △384 （ － ）

18年11月中間期 1,607 （28.9） △452 （ － ） △502 （ － ） △350 （ － ）

19年５月期 5,980  290 211  67 
 

 
１株当たり中間 

(当期)純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり中間(当期) 

純利益 

 円  銭 円   銭

19年11月中間期 △63   42  －   － 

18年11月中間期 △66   09  －   － 

19年５月期 12   26  －   － 
(参考) 持分法投資損益  19年11月中間期  －百万円  18年11月中間期  －百万円  19年５月期  －百万円 
 

 （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

19年11月中間期 10,721 2,952 27.5 486     49 

18年11月中間期 9,428 1,953 20.7 367     87 

19年５月期 11,143 3,438 30.9      566     44 
(参考) 自己資本  19年11月中間期  2,952百万円  18年11月中間期  1,953百万円  19年５月期  3,438百万円 

 

 （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11月中間期 △740 △187 347 1,735 

18年11月中間期 △749 △311 738 929 

19年５月期 740 △313 648 2,335 

 

２． 配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間 

  円   銭  円   銭  円   銭  円   銭  円   銭

19年５月期 － － － 12    00 12    00 

20年５月期 － －   

20年５月期（予想）   － 12    00 
12    00 

 

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）   （％表示は対前期増減率） 

 
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

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

 (2) 中間連結財務諸表作成に係る会計処理原則・手続、表示方法等の変更（中間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に記載されるもの） 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 有 

 ② ①以外の変更        無 

 （注）詳細は、18ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

 (3) 発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 

                     19年11月中間期 6,069,850株  18年11月中間期 5,310,000株  19年５月期 6,069,850株 

② 期末自己株式数  19年11月中間期 165株  18年11月中間期 115株  19年５月期 165株 

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、28ページ「１株当たり情

報」をご覧ください。 

  

（参考）個別業績の概要 

１． 19年11月中間期の業績(平成19年６月１日～平成19年11月30日) 

 （1）個別経営成績                             （％表示は対前年中間期増減率） 

         売 上 高     営業利益 経常利益 中間(当期)純利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

19年11月中間期 2,433 ( 52.4) △330 ( － ) △425 ( － ) △255 ( － )

18年11月中間期 1,597 ( 28.4) △423 ( － ) △472 ( － ) △321 ( － )

19年５月期 5,805 382 265 123 
 

 
１株当たり中間 

(当期)純利益 

 円  銭 

19年11月中間期 △42   17  

18年11月中間期 △60   57  

19年５月期 22   59  

 

 （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

19年11月中間期 10,981 3,263 29.7 537      68

18年11月中間期 9,566 2,092 21.9 394      17 

19年５月期 11,367 3,592 31.6 591      85

(参考) 自己資本  19年11月中間期  3,263百万円  18年11月中間期  2,092百万円  19年５月期  3,592百万円 

 

２．20年５月期の業績予想(平成19年６月１日～平成20年５月31日)     （％表示は対前期増減率） 

 
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

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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１．経営成績 

(１) 経営成績に関する分析 

 当中間連結会計期間における世界経済は原油価格の高騰や材料・素材価格の上昇、サブプライムローン問題などの影響が懸念されま

したが、半導体関連産業においては、特にフラッシュ・メモリーの需要が引き続き著しい伸びを示したことにより、300mmウェーハの

生産及びウェーハメーカーの設備投資が堅調に増加しました。 

 このような状況から、当社グループは、主要顧客である国内ウェーハメーカーに対し新製品を中心とした営業活動を行うと同時に、

海外ウェーハメーカーからの新規案件の獲得に成功しました。前期に売上を予定していた新製品の期ズレ分については、増加する顧客

ニーズに対応することにより、当期においても当製品に対する引合が順調に高まっております。また同時に、顧客の多様化及び長期的

な成長性の維持を目指し、デバイスメーカーにおける新たな検査ニーズの増加への対応や、装置メーカーとのコラボレーションによる

エッジ検査の新規検査領域の開拓を目指した営業活動を推進しました。 

以上の結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高は2,509,561千円(前年同期比56.1%増)、経常利益△555,097千円(前年同期は△

502,320千円)、中間純利益△384,907千円(前年同期は△350,951千円)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、ウェーハメーカーの設備投資が引き続き堅調であり、国内外の工場での300mmウェーハ増産に対

応すると同時に製品のバリエーションを増加し、より顧客ニーズに合致した製品を投入して参りました。この結果、売上高は

1,610,147千円(前年同期比56.4%増)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営業

に注力しました。この結果、売上高は485,126千円(同23.3%増)となりました。その他製品におきましては、子会社㈱ナノシステムソ

リューションズの製品を販売しました。この結果、売上高は46,851千円となりました。なお、その他製品は当中間連結会計期間での新

設科目でありますので、前年同期比はありません。商品におきましては、輸入商品をデバイスメーカー及びウェーハメーカー向けに出

荷しました。この結果、売上高は367,435千円(同98.8%増)となりました。 

利益につきましては、ユーザーの設備投資予算の執行の関係で、ユーザーの事業年度末または、新年度の予算のスタート時期に売上

高が集中する傾向にあり、過去の当社グループの業績同様に当中間連結会計期間も赤字となりました。 

通期の見通しについては、現時点において、ウェーハ検査装置やウェーハ測定装置(ダイナサーチ)に対する需要が当初予想以上に高

まっているものの、製品展開戦略の関係からウェーハ測定装置の新製品(ナノプロ)については出荷予定時期を変更する可能性があるた

め、平成19年７月13日に公表しました業績予想から変更ありません。 

 

(２) 財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当連結中間会計期間末の資産につきましては、流動資産は8,441,834千円(前年同期比4.5%増)となりました。固定資産は、2,280,101

千円(前年同期比68.6%増)となりました。これは主としてのれんが661,483千円増加したこと及びその他有形固定資産が278,289千円増

加したことによるものです。この結果、資産合計は10,721,935千円(前年同期比13.7%増)となりました。 

 負債につきましては、流動負債は4,127,192千円(前年同期比4.3%減)となりました。固定負債は、3,641,915千円(前年同期比15.2%

増)となりました。これは主として長期借入金が544,994千円増加したことによるものです。この結果、負債合計は7,769,107千円(前年

同期比3.9%増)となりました。 

 純資産につきましては、2,952,827千円(前年同期比51.2%増)となりました。これは主に資本剰余金が1,053,911千円増加したことに

よるものです。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、期首残高に比べ599,164千円減少し、1,735,915千円

となりました。また、当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

（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、740,792千円(前年同期比1.1%減)となりました。これは主に、売上債権が172,929千円減少した一方

で、税金等調整前中間純損失545,666千円の計上及びたな卸資産が197,559千円増加した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、187,751千円(同39.7%減)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出が187,434千

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、347,291千円(同53.0%減)となりました。これは、主に長期借入金の返済による支出が1,117,521千

円あった一方で長期借入れによる収入1,600,000千円があったことによるものであります。 
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（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成18年５月期 平成19年５月期 平成20年５月期

 中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率（％） 26.5 26.7 20.7 30.9 27.5 

時価ベースの自己資本比率（％） 119.1 85.3 49.8 41.6 29.8 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年) ― ― ― 793.4 ― 

インタレスト･カバレッジ･レシオ(倍) ― ― ― 7.5 ― 

  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 

  キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

  （中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。） 

  インスタント・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

(注１) いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

(注２) 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

(注３) キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

(注４) 有利子負債は連結（中間連結）貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてお

ります。 

(注５) 平成19年５月期期末以外の期間におきましては、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、キャッ

シュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。 

 

(３) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

 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、今期の期末配当は、普通配当12円を予定しております。 

 

(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。 

 

（１）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、当社グループ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。 
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（２）特定の販売先またはユーザーへの依存について 

 前連結会計年度及び当中間連結会計期間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。 

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） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年６月１日 

至 平成19年11月30日） 相手先 

金額(千円) 割合 金額(千円) 割合 

三益半導体工業㈱ 2,956,354 49.4 1,165,889 46.5 

LGジャパン㈱ － － 556,517 22.2 

㈱SUMCO 845,591 14.1 － － 

（注）1. 三益半導体工業㈱との取引は、主として信越半導体㈱を中心とした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。 

2. LGジャパン㈱に対する前連結会計年度の販売実績及び㈱SUMCOに対する当中間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。 

 

 当社グループの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、当社グループの業績は

影響を受ける可能性があります。特に、当社グループでは、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。 

 

（３）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。 

 

（４）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。 

 

（５）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15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。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。 

 

（６）ファブレス経営について 

 当社グループは、製造設備を保有せず、装置の製造は協力会社に委託し、最終の一部組立、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
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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。 

 

（７）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。 

 

（８）運転資金負担について 

 当社製品は、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。 

 

（９）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19年11月中間期末現在、自己資本比率27.5％、借入金依存度55.4％、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。 

 

（10）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

る傾向にあります。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。 

 前中間連結会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30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）

当中間連結会計期間 
（自 平成19年６月１日 

至 平成19年11月30日）

売上高 1,607,729 千円 5,980,097 千円 2,509,561 千円

営業利益 △452,827 千円 290,730 千円 △452,412 千円

経常利益 △502,320 千円 211,332 千円 △555,097 千円

中間(当期)純利益 △350,951 千円 67,233 千円 △384,907 千円

 

（11）代表取締役社長髙村淳への依存について 

 当社グループは、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 19 年 5 月 31 日現在、持株比率 22.9％（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。何らかの理由により同氏の業務執行が困難となった場合、当社グループの事業活動に重要な影響を与える可能性が

あります。 

 

（12）シンジケートローンについて 

 当社グループは、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。 

 当社グループが、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 20 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 19 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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２．企業集団の状況 

 当社グループは、当社及び子会社２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最終的な調整、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。 

 

 

３．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、最終的な調整及びカ

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）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。 

 

（３）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。 

 

（４）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。 
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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。 
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４．中間連結財務諸表等 

(１）中間連結貸借対照表 

  
前中間連結会計期間末 
（平成18年11月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年11月30日） 

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） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金 ※２  1,014,116 1,838,962   2,429,036

２．受取手形及び売掛金   3,708,641 3,232,119   3,405,084

３．たな卸資産   2,899,656 2,953,926   2,895,944

４．繰延税金資産   251,824 219,116   66,240

５．その他 ※４  203,779 197,708   190,679

貸倒引当金   △1,933 －   △1,334

流動資産合計   8,076,085 85.7 8,441,834 78.7  8,985,652 80.6

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※１    

 (1)建物及び構築物 ※２  789,000 725,601   763,236

 (2)その他   177,477 455,766   189,588

 有形固定資産合計   966,478 1,181,367   952,824

２．無形固定資産     

 (1)のれん   － 661,483   739,305

 (2)その他   165,782 210,340   243,025

 無形固定資産合計   165,782 871,824   982,331

３．投資その他の資産   220,328 226,908   223,048

固定資産合計   1,352,589 14.3 2,280,101 21.3  2,158,203 19.4

資産合計   9,428,675 100.0 10,721,935 100.0  11,143,856 100.0
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前中間連結会計期間末 
（平成18年11月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年11月30日） 

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） 

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   1,408,303 1,319,258   1,560,371

２．短期借入金   797,000 1,040,000   1,071,000

３．１年以内返済予定 
長期借入金 

※２  1,921,685 1,547,358   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   6,466 8,388   127,053

６．製品保証引当金   33,000 18,640   28,320

７．その他 ※４  83,944 129,547   116,248

流動負債合計   4,314,400 45.8 4,127,192 38.5  5,013,279 45.0

Ⅱ 固定負債     

１．長期借入金 ※２  2,804,920 3,349,915   2,368,491

２．社債   356,000 292,000   324,000

固定負債合計   3,160,920 33.5 3,641,915 34.0  2,692,491 24.1

負債合計   7,475,320 79.3 7,769,107 72.5  7,705,770 69.1
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前中間連結会計期間末 
（平成18年11月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年11月30日） 

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） 

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
（％）

     

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金   1,072,200 11.3 1,072,200 10.0  1,072,200 9.6

２．資本剰余金   1,046,310 11.1 2,100,221 19.6  2,100,221 18.9

３．利益剰余金   △172,716 △1.8 △212,275 △2.0  245,468 2.2

４．自己株式   △263 △0.0 △302 △0.0  △302 △0.0

  株主資本合計   1,945,530 20.6 2,959,844 27.6  3,417,587 30.7

Ⅱ 評価・換算差額等     

１．為替換算調整勘定   7,824 0.1 △7,016 △0.1  20,497 0.2

  評価・換算差額等合計   7,824 0.1 △7,016 △0.1  20,497 0.2

純資産合計   1,953,354 20.7 2,952,827 27.5  3,438,085 30.9

負債純資産合計   9,428,675 100.0 10,721,935 100.0  11,143,856 100.0
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(２）中間連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年６月１日 

至 平成19年11月30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） 

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   1,607,729 100.0 2,509,561 100.0  5,980,097 100.0

Ⅱ 売上原価   1,094,238 68.1 1,762,086 70.2  3,618,427 60.5

売上総利益   513,490 31.9 747,475 29.8  2,361,669 39.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  966,318 60.1 1,199,888 47.8  2,070,938 34.6

営業利益又は 
営業損失(△) 

  △452,827 △28.2 △452,412 △18.0  290,730 4.9

Ⅳ 営業外収益     

１．受取利息  189 2,258  1,059 

２．受取配当金  4 4  4 

３．為替差益  9,362 －  4,384 

４．受取リース料  4,900 3,920  10,780 

５．補助金収入  － 2,855  45,179 

６．雑収入  1,415 15,871 1.0 1,484 10,523 0.4 4,271 65,678 1.1

Ⅴ 営業外費用     

１．支払利息  42,083 63,021  98,647 

２．為替差損  － 36,403  － 

３．社債発行費  6,715 －  － 

４．支払手数料  11,707 12,052  21,041 

５．雑支出  4,858 65,364 4.0 1,730 113,207 4.5 25,388 145,077 2.5

経常利益又は 
経常損失(△) 

  △502,320 △31.2 △555,097 △22.1  211,332 3.5

Ⅵ 特別利益     

１．製品保証引当金戻入益  － 8,274  135 

２．貸倒引当金戻入益  1,086 1,086 0.0 1,334 9,608 0.4 1,686 1,821 0.0

Ⅶ 特別損失     

１．固定資産除却損 ※2 32,964 177  35,754 

２．本社移転費用  16,565 49,530 3.1 － 177 0.0 16,565 52,319 0.8

税金等調整前中間純損
失(△)又は当期純利益

  △550,764 △34.3 △545,666 △21.7  160,833 2.7

法人税、住民税及び事
業税 

 2,173 2,434  116,962 

法人税等調整額  △201,985 △199,812 △12.5 △163,193 △160,759 △6.4 △23,361 93,600 1.6

中間純損失(△)又は 
当期純利益 

  △350,951 △21.8 △384,907 △15.3  67,233 1.1
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（３）中間連結株主資本等変動計算書 

前中間連結会計期間（自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30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

中間連結会計期間中の変動

額 
  

 剰余金の配当(千円)  △63,718 △63,718  △63,718

 中間純損失(千円)  △350,951 △350,951  △350,951

株主資本以外の項目の中

間連結会計期間中の変動

額(純額) (千円) 

 3,534 3,534

中間連結会計期間中の変動

額合計(千円) 
－ － △414,670 － △414,670 3,534 △411,135

平成18年11月30日残高 

(千円) 
1,072,200 1,046,310 △172,716 △263 1,945,530 7,824 1,953,354

 

当中間連結会計期間（自 平成19年６月１日 至 平成19年11月30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

中間連結会計期間中の変動

額 
  

 剰余金の配当(千円)  △72,836 △72,836  △72,836

 中間純損失(千円)  △384,907 △384,907  △384,907

株主資本以外の項目の中

間連結会計期間中の変動

額(純額) (千円) 

 △27,514 △27,514

中間連結会計期間中の変動

額合計(千円) 
－ － △457,743 － △457,743 △27,514 △485,257

平成19年11月30日残高 

(千円) 
1,072,200 2,100,221 △212,275 △302 2,959,844 △7,016 2,952,827
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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）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成19年６月１日 

至 平成19年11月30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）

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   

税金等調整前中間純損失(△) 
又は税金等調整前当期純利益 

 △550,764 △545,666 160,833

減価償却費  66,370 118,809 163,552

のれん償却額  － 77,821 38,910

固定資産除却損  32,964 177 35,754

貸倒引当金の減少額  △1,086 △1,334 △1,686

製品保証引当金の増加額 
(△減少額) 

 100 △9,680 △4,580

為替差益(△)又は為替差損  △1,414 6,212 △2,570

受取利息及び受取配当金  △193 △2,262 △1,063

支払利息  42,083 63,021 98,647

社債発行費  6,715 － 6,715

株式交付費  － － 1,819

売上債権の減少額  370,729 172,929 786,025

たな卸資産の増加額  △709,846 △197,559 △642,427

仕入債務の増加額(△減少額)  317,062 △248,352 461,789

その他流動資産の増加額  △110,598 △8,763 △57,171

その他流動負債の増加額 
(△減少額) 

 △6,224 10,700 △48,881

長期前払費用の増加額  △18,538 △4,157 △7,817

小計  △562,639 △568,102 987,850

利息及び配当金の受取額  193 757 520

利息の支払額  △44,323 △58,310 △103,274

法人税等の支払額  △142,599 △115,136 △144,794

営業活動によるキャッシュ・フロー  △749,368 △740,792 740,302
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前中間連結会計期間 

（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成19年６月１日 

至 平成19年11月30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）

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  △9,008 △9,089 △18,021

有形固定資産の取得による支出  △319,996 △187,434 △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  △6,107 △659 △75,881

その他投資等の減少額  23,580 9,432 18,075

投資活動によるキャッシュ・フロー  △311,532 △187,751 △313,287

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純減少額  △659,000 △31,000 △385,000

長期借入金の借入による収入  2,110,000 1,600,000 2,710,000

長期借入金の返済による支出  △1,062,706 △1,117,521 △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  413,284 － 413,284

社債の償還による支出  － △32,000 △32,000

配当金の支払額  △62,897 △72,187 △63,199

財務活動によるキャッシュ・フロー  738,680 347,291 648,847

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  405 △17,911 8,229

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 
(△減少額) 

 △321,815 △599,164 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中間期末 
  (期末)残高 

 929,172 1,735,915 2,335,079
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中間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 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年６月１日 

至 平成19年11月30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．連結子会社の中間決算

日（決算日）等に関す

る事項 

連結子会社である RAYTEX 

USA CORPORATIONの中間決算日

は６月30日であります。中間

連結財務諸表の作成に当たっ

ては、中間連結決算日現在で

実施した仮決算に基づく中間

財務諸表を使用しておりま

す。 

連結子会社のうち RAYTEX 

USA CORPORATIONの中間決算日

は６月30日であります。中間

連結財務諸表の作成に当たっ

ては、中間連結決算日現在で

実施した仮決算に基づく中間

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、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 

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 
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期  別 
 
項  目 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年６月１日 

至 平成19年11月30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） 

(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 

主に定率法を採用してお

ります。 

また、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（ただし、残

存価額を取得価額の10％と

した定率法）を採用してお

ります。 

また、建物（附属設備を

除く）については定額法

（ただし、残存価額を取得

価額の10％とした定額法）

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 

  （減価償却資産の減価償却の

方法） 

 当中間連結会計期間より、

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、当中間連結会計期間開始

の日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、改正法人税法では平

成19年４月１日以降に取得し

た減価償却資産に適用されま

すが、減価償却システムの改

訂の都合により、当中間連結

会計期間開始の日以降に取得

した有形固定資産から変更し

ております。 

 これによる損益に与える影

響は軽微であります。 

 

 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 

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 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年６月１日 

至 平成19年11月30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、中

間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、中間連結決算日

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 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年６月１日 

至 平成19年11月30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 

 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、売掛金 

 

 

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 

 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、売掛金、 

  買掛金 

 

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。 

 

(7）その他中間連結財務諸

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．中間連結キャッシュ・

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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表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年６月１日 

至 平成18年11月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年６月１日 

至 平成19年11月30日） 
 

（中間連結貸借対照表） 

「建物及び構築物」は前中間連結会計期

間末まで「有形固定資産」に含めて表示

しておりましたが、当中間連結会計期間

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、前中

間連結会計期間末の「建物及び構築物」

の金額は、34,098千円であります。 

－  
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係）  

前中間連結会計期間末 
（平成18年11月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年11月30日） 

前連結会計年度 
（平成19年５月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

    124,490千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

316,686千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

234,379千円 

※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  697,296千円 

 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   547,000千円 

 

※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  651,724千円 

 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    61,250千円 

 長期借入金    485,750千円 

 

※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 674,129千円

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   521,500千円 

 ３．受取手形割引高 237,421千円 

 

 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 

    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、流動負債の

「その他」に含めて表示してお

ります。 

 

※４．       － 

 

 

（中間連結損益計算書関係）  

前中間連結会計期間 
（自 平成18年６月１日 

至 平成18年11月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年６月１日 
至 平成19年11月30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       193,527千円 

旅費交通費       84,147千円 

研究開発費      177,156千円 

製品保証引当金繰入  2,796千円 

※１．販売費及び一般管理費の主なもの

給与手当       239,884千円

旅費交通費      120,843千円

研究開発費      171,489千円

のれん償却額    77,821千円

 

※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 

のれん償却額    38,910千円 

※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 

ソフトウェア     177千円 

 

 

※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 

 

３．当社グループの売上は、通常の

形態として、３月決算の顧客が

新年度初めに予算を執行するこ

とが主な理由と思われますが、

上半期に比べ下半期における出

荷が多いことより、連結会計年

度の上半期の売上と下半期の売

上との間に著しい相違があり、

上半期と下半期の業績に季節的

変動があります。 

 

３．     同左  

 

３．        － 
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

 前中間連結会計年度 （自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30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 
当中間連結会計期間増加

株式数 
当中間連結会計期間 

減少株式数 
当中間連結会計 
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)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間後となるもの 

         該当事項はありません。 

 

 当中間連結会計年度 （自 平成19年６月１日 至 平成19年11月30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 
当中間連結会計期間増加

株式数 
当中間連結会計期間 

減少株式数 
当中間連結会計 
期間末株式数 

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)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間後となるもの 

         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

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年６月１日 

至 平成18年11月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年６月１日 
至 平成19年11月30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中間期末残高と中

間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中間期末残高と中

間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11月30日現在） （平成19年11月30日現在） （平成19年５月31日現在）
 
現金及び預金 1,014,116千円 

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金 

△84,944千円 

現金及び現金同等物 929,172千円 
  

 
現金及び預金 1,838,962千円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金 

△103,046千円

現金及び現金同等物 1,735,915千円
  

 
現金及び預金 2,429,036千円

預入期間が３ヶ月を超

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） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年６月１日 

至 平成18年11月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年６月１日 

至 平成19年11月30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

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

(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 

中間期末
残高相当
額 

 千円 千円 千円 

機械装
置及び
運搬具 

3,810 458 3,351 

工具、
器具及
び備品 

19,950 3,056 16,893 

ソフト
ウェア 

3,500 1,312 2,187 

合計 27,260 4,827 22,432 

  

 

科目 
取得価額
相当額 

減価償却
累計額相
当額 

中間期末
残高相当
額 

 千円 千円 千円

機械装
置及び
運搬具

8,944 901 8,043

工具、
器具及
び備品

19,950 7,326 12,623

ソフト
ウェア

3,500 2,187 1,312

合計 32,394 10,415 21,979

 

 

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

機械装
置及び
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)未経過リース料中間期末残高相当額 (2)未経過リース料中間期末残高相当額 (2)未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 6,061千円

１年超 16,568千円

計 22,629千円
  

 
１年内 6,219千円

１年超 16,244千円

計 22,463千円
  

 
１年内 6,098千円

１年超 19,384千円

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 3,715千円

減価償却費相当額 3,213千円

支払利息相当額 424千円
  

 
支払リース料 3,116千円

減価償却費相当額 2,872千円

支払利息相当額 349千円
  

 
支払リース料 6,261千円

減価償却費相当額 5,628千円

支払利息相当額 701千円
  

(4)減価償却費相当額の算定方法 (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 41,730千円

１年超 －千円

計 41,730千円
 

 

－ 
 

 

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
 

（減損会計について） 

  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) 

前中間連結会計期間末（平成18年11月30日現在） 

該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間末（平成19年11月30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) 

前中間連結会計期間末（平成18年11月30日現在） 

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。 

 

当中間連結会計期間末（平成19年11月30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、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19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。 

 

(ストックオプション等関係) 

前中間連結会計期間（自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30日） 

 該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間（自 平成19年６月１日 至 平成19年11月30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） 

 該当事項はありません。 

 

 (セグメント情報) 

１．事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30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。 

 

当中間連結会計期間（自 平成19年６月１日 至 平成19年11月30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。 
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２．所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30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。 

 

当中間連結会計期間（自 平成19年６月１日 至 平成19年11月30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。 

３．海外売上高 

前中間連結会計期間（自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30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。 

 

当中間連結会計期間（自 平成19年６月１日 至 平成19年11月30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)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 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年６月１日 

至 平成19年11月30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 367.87円 486.49円 566.44円 

１株当たり中間純損失(△) 

又は当期純利益金額 

△66.09円 △63.42円 12.26円 

 

 

なお、潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額について

は、潜在株式は存在するものの

１株当たり中間純損失であるた

め記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額について

は、潜在株式は存在するものの

１株当たり中間純損失であるた

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株当たり中間純損失(△)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。 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年６月１日 

至 平成19年11月30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） 

中間純損失(△)又は当期純利益 

（千円） 

△350,951 △384,907 67,233 

普通株主に帰属しない金額 

（千円） 

－ － － 

普通株式に係る中間純損失(△)

又は当期純利益（千円） 

△350,951 △384,907 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株当たり中間(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 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 870個 

普通株式  87,000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 410個 

普通株式  41,000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 800個 

普通株式  80,000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) 

前中間連結会計期間（自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30日） 

 当社は平成19年１月26日開催の取締役会決議に基づき、株式会社ナノシステムソリューションズとの間で、当社が完全親会社と

なり、株式会社ナノシステムソリューションズ（以下、ナノ社）が完全子会社となる株式交換契約書を締結いたしました。 

 

１．株式交換の目的 

  当社とナノ社は、本株式交換により両社の保有する経営資源、中でも当社の市場・顧客基盤とナノ社の技術開発力を一体化する

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合致するとともに、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べきとの認識で一致致しました。 

 

２．株式交換契約の概要 

（１）株式交換の日程 

株式交換決議取締役会：平成19年１月26日（金） 

株式交換契約締結：平成19年１月26日（金） 

株主総会基準日（ナノ社）（注）：平成19年２月６日（火） 

株式交換承認株主総会（ナノ社）（注）：平成19年２月21日（水） 

株式交換の効力発生日：平成19年３月１日（木）（予定） 

株券交付日：平成19年４月上旬（予定） 

（注）会社法第796条第３項の規定により、当社においては株式交換契約に関する株主総会の承認を得ることなく行う予定です。 

（２）株式交換比率 

ナノ社の株式１株に対して、当社の株式70株を割当て交付する。 

 

３．株式会社ナノシステムソリューションズの概要 

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 

発行済株式数：10,855株 

決算期：７月31日 

 

当中間連結会計期間（自 平成19年６月１日 至 平成19年11月30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） 

 当社は、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決議を行い、平成19年７月14日に独占販売代理店契約を

解除いたしました。 

 なお、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。 
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５．個別中間財務諸表等 

(１)中間貸借対照表 

 
前中間会計期間末 

（平成18年11月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年11月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19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 ※2 897,203 1,640,154  2,290,456 

２．受取手形 706,282 209,794  51,789 

３．売掛金 3,001,737 3,012,936  3,286,787 

４．たな卸資産 2,890,183 2,842,789  2,836,073 

５．繰延税金資産 251,824 217,428  65,935 

６．その他 ※4 202,543 84,140  90,178 

貸倒引当金 △1,933 －  △1,336 

流動資産合計  7,947,842 83.1 8,007,244 72.9  8,619,884 75.8

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※1    

  (1) 建物 ※2 677,313 633,907  654,964 

 (2) その他 ※2 180,055 428,201  157,212 

   計 857,368 1,062,108  812,177 

２．無形固定資産 163,258 205,577  237,106 

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 597,925 215,419  207,724 

   計 597,925 1,706,441  1,698,746 

固定資産合計  1,618,553 16.9 2,974,127 27.1  2,748,029 24.2

資産合計  9,566,395 100.0 10,981,372 100.0  11,367,914 100.0
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前中間会計期間末 

（平成18年11月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年11月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19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 1,070,131 805,021  1,286,149 

２．買掛金 338,171 482,481  380,169 

３．短期借入金 797,000 1,040,000  1,071,000 

４．１年以内返済予定長
期借入金 

※2 1,921,685 1,537,038  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 6,466 7,458  126,270 

７．製品保証引当金 33,000 18,640  28,320 

８．その他 ※4 82,031 122,892  97,943 

流動負債合計  4,312,487 45.1 4,077,531 37.1  5,089,836 44.8

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金 ※2 2,804,920 3,348,295  2,361,711 

２．社債 356,000 292,000  324,000 

固定負債合計  3,160,920 33.0 3,640,295 33.2  2,685,711 23.6

負債合計  7,473,407 78.1 7,717,826 70.3  7,775,548 68.4
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前中間会計期間末 

（平成18年11月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年11月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19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
（％）

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

 1. 資本金  1,072,200 11.2 1,072,200 9.8  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 11.0 2,100,221 19.1  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 △25,258 91,425  420,246 

利益剰余金合計  △25,258 △0.3 91,425 0.8  420,246 3.7

 4.自己株式  △263 △0.0 △302 △0.0  △302 △0.0

株主資本合計  2,092,988 21.9 3,263,545 29.7  3,592,366 31.6

純資産合計  2,092,988 21.9 3,263,545 29.7  3,592,366 31.6

負債純資産合計  9,566,395 100.0 10,981,372 100.0  11,367,914 100.0
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（２）中間損益計算書 

 
前中間会計期間 

（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年６月１日 

至 平成19年11月30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）

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  1,597,028 100.0 2,433,144 100.0  5,805,159 100.0

Ⅱ 売上原価  1,094,203 68.5 1,706,930 70.2  3,555,797 61.3

売上総利益  502,825 31.5 726,214 29.8  2,249,361 38.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費  926,758 58.0 1,056,835 43.4  1,867,346 32.1

営業利益又は営業

損失(△) 
 △423,932 △26.5 △330,621 △13.6  382,014 6.6

Ⅳ 営業外収益 ※1  16,335 1.0 16,944 0.7  22,267 0.4

Ⅴ 営業外費用 ※2  65,364 4.1 111,438 4.6  138,851 2.4

経常利益又は 
経常損失(△)  △472,962 △29.6 △425,115 △17.5  265,431 4.6

Ⅵ 特別利益 ※3  1,086 0.1 9,610 0.4  1,819 0.0

Ⅶ 特別損失 ※4  49,530 3.1 － －  49,530 0.9

税引前中間純損失
(△)又は税引前当
期純利益 

 △521,406 △32.6 △415,505 △17.1  217,719 3.7

法人税、住民税及
び事業税 2,173 2,289  116,865 

法人税等調整額 △201,985 △199,812 △12.5 △161,809 △159,520 △6.6 △23,057 93,808 1.6

中 間 純 損 失 ( △ ) 
又は当期純利益  △321,593 △20.1 △255,984 △10.5  123,911 2.1

    

 

（３）中間株主資本等変動計算書 

前中間会計期間（自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30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

中間会計期間中 

の変動額 
    

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

 中間純損失(千円）   △321,593 △321,593  △321,593 △321,593

中間会計期間中の 

変動額合計(千円) 
－ － － △385,312 △385,312 － △385,312 △385,312

平成18年11月30日 

残高(千円） 
1,072,200 1,046,310 1,046,310 △25,258 △25,258 △263 2,092,988 2,092,988
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当中間会計期間（自 平成19年６月１日 至 平成19年11月30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

中間会計期間中 

の変動額 
    

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

 中間純損失(千円）   △255,984 △255,984  △255,984 △255,984

中間会計期間中の 

変動額合計(千円) 
－ － － △328,821 △328,821 － △328,821 △328,821

平成19年11月30日 

残高(千円） 
1,072,200 2,100,221 2,100,221 91,425 91,425 △302 3,263,545 3,263,545

 

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
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 
  

期  別 
 
項  目 

前中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年６月１日 

至 平成19年11月30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 
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期  別 
 
項  目 

前中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年６月１日 

至 平成19年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年６月１日 

至 平成19年５月31日） 

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 

主に定率法を採用してお

ります。 

また、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（ただし、残

存価額を取得価額の10％と

した定率法）を採用してお

ります。 

また、建物（附属設備を

除く）については定額法

（ただし、残存価額を取得

価額の10％とした定額法）

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 

  （減価償却資産の減価償却の方

法） 

 当中間会計期間より、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、当中間会計期間開

始の日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、改正法人税法では平成

19年４月１日以降に取得した減

価償却資産に適用されますが、

減価償却システムの改訂の都合

により、当中間会計期間開始の

日以降に取得した有形固定資産

から変更しております。 

 これによる損益に与える影響

は軽微であります。 

 

 (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 

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 

前中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年６月１日 

至 平成19年11月30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、中

間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 

前中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年６月１日 

至 平成19年11月30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 

 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、売掛金 

 

 

(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 

 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、売掛金 

  買掛金 

 

(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。 

 

７．その他中間財務諸表

（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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表示方法の変更  

前中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 

至 平成18年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年６月１日 
至 平成19年11月30日） 

（中間貸借対照表） 

 「建物」は、前中間会計期間末まで

「有形固定資産」に含めて表示しており

ましたが、当中間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、前中間会計期間末の「建物」の

金額は34,098千円であります。 

（中間貸借対照表） 

 「関係会社株式」は、前中間会計期間

末まで、「投資その他の資産」に含めて

表示しておりましたが、当中間会計期間

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、前中間会計期間末の「関係会社

株式」の金額は393,795千円でありま

す。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係）   

前中間会計期間末 
（平成18年11月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年11月30日） 

前事業年度 
（平成19年５月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

104,926千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

223,245千円 

※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     670,125千円 

 構築物     27,171千円 

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  547,000千円 

 

※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     627,728千円 

 構築物     23,996千円 

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  61,250千円 

 長期借入金  485,750千円 

 

※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。 

 １年内返済予定長期借入金  63,000千円 

 長期借入金  521,500千円 

 

 ３ 受取手形割引高  237,421千円 

 

 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 

 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、流動負債の「その他」に

含めて表示しております。 

※４     － 
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（中間損益計算書関係）   

前中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 

至 平成18年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年６月１日 

至 平成19年11月30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 

    受取利息        189千円 

為替差益      9,826千円 

 

※１  営業外収益のうち主要なもの 

受取リース料    3,920千円 

受取業務受託料  8,886千円 

 

※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     39,626千円 

    社債発行費     6,715千円 

    支払手数料    11,707千円 

※２  営業外費用のうち主要なもの 

    支払利息     59,481千円 

    為替差損      34,802千円 

    支払手数料    12,052千円 

 

※２  営業外費用のうち主要なもの 

    支払利息    92,621千円 

    支払手数料    21,041千円 

※３  特別利益のうち主要なもの 

  貸倒引当金戻入益  1,086千円 

 

※３  特別利益のうち主要なもの 

  製品保証引当金戻入益  8,274千円 

    貸倒引当金戻入益  1,336千円 

 

※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    32,964千円 

   本社移転費用    16,565千円 

 

※４     － ※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 

５  減価償却実施額 

    有形固定資産    41,483千円 

    無形固定資産     15,012千円 

 

５  減価償却実施額 

    有形固定資産    66,916千円

    無形固定資産     31,528千円

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 

 ６  当社の売上は、通常の形態とし

て、３月決算の顧客が新年度初め

に予算を執行することが主な理由

と思われますが、上半期に比べ下

半期における出荷が多いことよ

り、事業年度の上半期の売上と下

半期の売上との間に著しい相違が

あり、上半期と下半期の業績に季

節的変動があります。 

 ６     同左  ６     － 
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中間株主資本等変動計算書関係   

前中間会計期間（自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30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 

 

当中間会計期間（自 平成19年６月１日 至 平成19年11月30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 

 

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)普通株式の自己株式の株式数の増加50株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 
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 (リース取引関係) 

前中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 

至 平成18年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年６月１日 

至 平成19年11月30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、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

(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 

中間期末
残高相当
額 

 千円 千円 千円 

車両運
搬具 

3,810 458 3,351 

工具、
器具及
び備品 

19,950 3,056 16,893 

ソフト
ウェア 

3,500 1,312 2,187 

合計 27,260 4,827 22,432 

  

 

科目 
取得価額
相当額 

減価償却
累計額相
当額 

中間期末
残高相当
額 

 千円 千円 千円

工具、

器具及

び備品

19,950 7,326 12,623

ソフト

ウェア
3,500 2,187 1,312

合計 23,450 9,514 13,935

 

 

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

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

１年内 6,061千円

１年超 16,568千円

計 22,629千円
  

 
１年内 5,130千円

１年超 9,145千円

計 14,276千円
  

 

１年内 5,055千円

１年超 11,729千円

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 3,715千円

減価償却費相当額 3,213千円

支払利息相当額 424千円
  

 
支払リース料 2,758千円

減価償却費相当額 2,572千円

支払利息相当額 249千円
  

 
支払リース料 5,903千円

減価償却費相当額 5,327千円

支払利息相当額 590千円
  

(4)減価償却費相当額の算定方法 (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 41,730千円

１年超 －千円

計 41,730千円
 

－ 
 

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）   

前中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 

至 平成18年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年６月１日 
至 平成19年11月30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） 

前中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 

至 平成18年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年６月１日 
至 平成19年11月30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      

394.17円 

１株当たり中間純損失金額         

60.57円 

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、潜在株式は存在

するものの１株当たり中間純損失である

ため記載しておりません。 

 

１株当たり純資産額      

537.68円 

１株当たり中間純損失金額         

42.17円 

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、潜在株式は存在

するものの１株当たり中間純損失である

ため記載しておりません。 

 

１株当たり純資産額   

591.85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株当たり中間純損失(△)又は当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前中間会計期間 

（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日）

当中間会計期間 
（自 平成19年６月１日 

至 平成19年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年６月１日 

至 平成19年５月31日）

中間純損失(△)又は当期純利益（千円） △321,593 △255,984 123,911 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間純損失(△)又は 

当期純利益（千円） 
△321,593 △255,984 123,911 

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株当たり中間(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 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 870個 

 普通株式  87,000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 410個 

 普通株式  41,000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 800個 

 普通株式  80,000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） 

前中間会計期間（自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30日） 

 当社は平成19年１月26日開催の取締役会決議に基づき、株式会社ナノシステムソリューションズとの間で、当社が完全親会

社となり、株式会社ナノシステムソリューションズ（以下、ナノ社）が完全子会社となる株式交換契約書を締結いたしました。 

 

１．株式交換の目的 

  当社とナノ社は、本株式交換により両社の保有する経営資源、中でも当社の市場・顧客基盤とナノ社の技術開発力を一体化

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合致するとともに、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べきとの認識で一致致しました。 

 

２．株式交換契約の概要 

（１）株式交換の日程 

株式交換決議取締役会：平成19年１月26日（金） 

株式交換契約締結：平成19年１月26日（金） 

株主総会基準日（ナノ社）（注）：平成19年２月６日（火） 

株式交換承認株主総会（ナノ社）（注）：平成19年２月21日（水） 

株式交換の効力発生日：平成19年３月１日（木）（予定） 

株券交付日：平成19年４月上旬（予定） 

（注）会社法第796条第３項の規定により、当社においては株式交換契約に関する株主総会の承認を得ることなく行う予定で

す。 

（２）株式交換比率 

ナノ社の株式１株に対して、当社の株式70株を割当て交付する。 

 

３．株式会社ナノシステムソリューションズの概要 

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 

発行済株式数：10,855株 

決算期：７月31日 

 

当中間会計期間（自 平成19年６月１日 至 平成19年11月30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） 

 当社は、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決議を行い、平成19年７月14日に独占販売代理

店契約を解除いたしました。 

 なお、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。 
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６. 受注及び販売の状況 

（１）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 1,365,438 40.0 1,647,146 51.6 

ウェーハ測定装置 428,920 51.7 575,092 74.8 

その他装置 128,607 － 81,756 － 

商品 367,563 539.7 90,800 64.3 

合計 2,290,529 53.1 2,394,795 58.4 

 (注) １．金額は販売価格によっております。 

２．その他装置、当中間連結会計期間に新設した科目であるため、前年同期比はありません。 

３．金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

（２）販売実績 

部門別 金額（千円） 前年同期比（％） 

ウェーハ検査装置 1,610,147 156.4 

ウェーハ測定装置 485,126 123.3 

その他装置 46,851 － 

商品 367,435 198.8 

合計 2,509,561 156.1 

 (注) １．金額は販売価格によっております。 

２．その他装置、当中間連結会計期間に新設した科目であるため、前年同期比はありません。 

３．当中間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。 

 
当連結中間会計期間 

（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

 

 

相手先 

金額（千円） 割合（％）   

 三益半導体工業㈱ 1,165,889 46.5   

 LGジャパン㈱ 556,517 22.2   

  ３．金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 

７．その他 

該当事項はありません。 

 


