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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次
第23期
第２四半期
連結累計期間　

第24期中 第25期中 第23期 第24期

会計期間

自平成22年
６月１日
至平成22年
11月30日

自平成23年
６月１日
至平成23年
11月30日

自平成24年
６月１日
至平成24年
11月30日

自平成22年
６月１日
至平成23年
５月31日

自平成23年
６月１日
至平成24年
５月31日

売上高（千円） 540,597637,130218,4871,759,0621,209,049

経常損失（△）（千円） △537,462△214,158△415,655△679,182△528,341

中間（当期）純損失（△）（千円） △1,013,330△1,078,920△767,155△1,637,501△2,056,086

中間包括利益又は包括利益（千円） － △1,089,277△762,139△1,679,735△2,019,199

純資産額（千円） △3,641,266△5,367,986△7,048,496△4,278,708△6,286,357

総資産額（千円） 3,608,9652,570,7542,028,5583,130,1592,170,449

１株当たり純資産額（円） △599.92△884.42△710.57△704.95△633.47

１株当たり中間（当期）純損失金額（△）

（円）
△166.95△177.76△77.34△269.79△295.50

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純

利益金額（円）
－ － － － －

自己資本比率（％） △100.9 △208.8 △347.5 △136.7 △289.6

営業活動によるキャッシュ・フロー

（千円）
△36,210 13,259△26,159 47,021△164,786

投資活動によるキャッシュ・フロー

（千円）
13,383 △567 △1,985 60,606131,892

財務活動によるキャッシュ・フロー

（千円）
△5,247 △953 △3,419△22,870△7,265

現金及び現金同等物の中間期末（期末）残

高（千円）
13,368130,46251,270122,13279,523

従業員数（人） 72 62 44 65　 45　

（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり中間

（当期）純損失であるため、記載しておりません。

３. 第23期中間連結会計期間（平成22年６月１日から平成22年11月30日）は、四半期報告書を提出しているた

め、第23期中間連結会計期間に代えて、第23期第２四半期連結累計期間について記載しております。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第23期中 第24期中 第25期中 第23期 第24期

会計期間

自平成22年
６月１日
至平成22年
11月30日

自平成23年
６月１日
至平成23年
11月30日

自平成24年
６月１日
至平成24年
11月30日

自平成22年
６月１日
至平成23年
５月31日

自平成23年
６月１日
至平成24年
５月31日

売上高（千円） － 510,881126,2461,423,908869,758

経常損失（△）（千円） － △227,503△338,892△688,019△579,171

中間（当期）純損失（△）（千円） － △1,104,251△690,294△1,639,046△2,107,111

資本金（千円） － 1,072,2001,077,9751,072,2001,077,975

発行済株式総数（株） － 6,069,8509,919,8506,069,8509,919,850

純資産額（千円） － △5,318,300△6,954,098△4,208,774△6,263,804

総資産額（千円） － 2,656,3692,115,6573,246,2372,256,568

１株当たり純資産額（円） － △876.23△701.05△693.43△631.46

１株当たり中間（当期）純損失（△）金額

（円）
－ △181.93△69.59△270.04△302.83

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純

利益金額（円）
－ － － － －

１株当たり配当額（円） － － － － －

自己資本比率（％） － △200.2 △328.7 △129.7 △277.6

従業員数（人） － 53 28 56 29

（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり中間

（当期）純損失であるため、記載しておりません。

３. 第23期中は四半期報告書を提出しているため、中間財務諸表を作成しておりませんので、記載しておりませ

ん。　

 

EDINET提出書類

株式会社レイテックス(E02347)

半期報告書

 3/68



２【事業の内容】

　当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更は

ありません。また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

 

３【関係会社の状況】

　当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成24年11月30日現在

セグメントの名称 従業員数（人）

　半導体事業 43

　太陽電池事業 1

合計 44

（注）　従業員数は就業人員数を表示しております。

　

(2）提出会社の状況

 平成24年11月30日現在

従業員数（人） 28

（注）　従業員数は就業人員数を表示しております。

　

(3）労働組合の状況

 労働組合との間に特記すべき事項はありません。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

　当中間連結会計期間における世界経済は、中国での景気拡大がやや鈍化し、他のアジア地域においても景気拡大テ

ンポの弱い状態が続きました。欧州において債務問題の長期化により景気が悪化するとともに、米国では本格的な

景気回復には至っていません。日本経済は、東日本大震災の不幸需要により持ち直しの動きも見られたものの、円

高、世界景気の減速等を受け、厳しい状況が続きました。

　そのような状況下で、当中間連結会計期間の業績は、売上高218,487千円（前年同期比65.7％減）、経常損失

415,655千円（前年同期は213,994千円）、中間純損失767,155千円（前年同期は1,078,920千円）となりました。

　営業品目別の概況は次のとおりです。

　ウェーハ検査装置におきましては、国内外のユーザーに対し在庫機の販売を行うと共に、出荷済み製品に対する定

期点検などのサービスを行ってまいりました。この結果、売上高は118,396千円（前年同期比70.0％減）となりまし

た。

　ウェーハ測定装置におきましては、主に韓国ユーザー向けの装置を販売してまいりました。この結果、売上高は

19,995千円（前年同期比83.6％減）となりました。

　その他装置におきましては、子会社（株）ナノシステムソリューションズの製品（マスクレス露光装置）を販売

しました。この結果、売上高は71,523千円（前年同期比35.4％減）となりました。

　商品におきましては、（株）ナノシステムソリューションズの商品（チラー)の販売及び出荷済み商品に対する

サービスを中心に行ってまいりました。この結果、売上高は8,571千円（前年同期比6.2％減）となりました。 

  

(2）キャッシュ・フロー

　当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ28,252

千円減少し、51,270千円となりました。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、26,159千円（前年同期は13,259千円の獲得）となりました。これは、税金等調整

前中間純損失を766,914千円を計上し、前受金の増加が230,777千円発生し、遅延損害金が351,306千円発生したこと

等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1,985千円（前年同期は567千円の使用）となりました。これは、短期貸付金が

2,165千円発生したこと等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）

　財務活動の結果使用した資金は、3,419千円（前年同期比258.8％増）となりました。これは、長期借入金の返済に

よる支出によるものであります。
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２【受注及び販売の状況】

(1）受注状況

　当中間連結会計期間の受注状況を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目別

当中間連結会計期間
（自　平成24年６月１日
至　平成24年11月30日）

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 295,092 △56.6 171,804 △29.3

ウェーハ測定装置 142,175 37.5 105,718 △3.4

その他装置 244,904 13.1 157,908 △11.5

商品 12,817 70.7 － －

小計 694,988 △25.9 435,431 △18.0

　太陽電池事業 － － － －

合計　 694,988 △25.9 435,431 △18.0

（注）１．金額は販売価格によっております。

２．金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(2）販売実績

　当中間連結会計期間の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目別
当中間連結会計期間

（自　平成24年６月１日
至　平成24年11月30日）

前年同期比（％）

ウェーハ検査装置（千円） 118,396 △70.0

ウェーハ測定装置（千円） 19,995 △83.6

その他装置（千円） 71,523 △35.4

商品（千円） 8,571 △6.2

小計（千円）　 218,487 △65.7

　太陽電池事業（千円） － －

合計（千円） 218,487 △65.7

（注）１．金額は販売価格によっております。

２．前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間の主要な販売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。

相手先

前中間連結会計期間
（自　平成23年６月１日
至　平成23年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成24年６月１日
至　平成24年11月30日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

㈱ピーエムティー　 － － 96,992 44.4

延世大学　 － － 36,000 16.5

SEH-America.　 20,637 3.2 24,757 11.3

キヤノンマーケティン

グジャパン㈱
200,624 31.4 － －

ケメット・ジャパン㈱ 146,158 22.9 1,440 0.7

３．金額には、消費税等は含まれておりません。

EDINET提出書類

株式会社レイテックス(E02347)

半期報告書

 6/68



３【対処すべき課題】

(1）現状の認識について

a.　半導体回路の線幅は微細化の傾向にあり、ウェーハ表面の凹凸により隣接回路が接触する不良を防ぐため、平坦度

や凹凸の測定についても、より高い精度が要求されております。

b.　当社の製品の主なユーザーはウェーハメーカーですが、ウェーハメーカーの数は限定されており、１ユーザーの設

備投資動向の変化に影響を受けやすくなっております。

c.　当社の販売する製品は、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。

(2）当面の対処すべき課題

　当面当社が対応すべき課題は以下のとおりです。

　当社グループは、５期連続して営業損失及び当期純損失を計上しており、その結果、第22期連結会計年度末において

債務超過となり、さらに当中間連結会計期間においても767,155千円の中間純損失を計上した結果、当中間連結会計期

間末で7,048,496千円の債務超過となっており、金融機関に対して4,977,811千円の借入金及び220,000千円の社債を

有しております。 

　このような状況に伴い、借入金の返済につきましては、各金融機関の支援のもと、借入金の返済条件の契約変更を平

成21年8月21日に締結しましたが、平成21年12月以降に返済期限が到来した借入金の履行延滞が発生しております。ま

た、諸経費の支払いの一部も支払遅延が発生しております。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせ

るような状況が存在しております。　

　当社グループは、このような状況から脱却するため、営業、開発及び生産等全社的な効率に向けて抜本的な見直しを

行い、早期に業績の改善を図るため事業改善計画を策定し促進しておりますが、その対応策は以下のとおりです。

 １．基本方針

当社グループは、ウェーハエッジ・裏面検査装置のパイオニアとして自ら新たなマーケットを作ってまいりまし

た。国内の総販売店であるキヤノンマーケティングジャパン株式会社との協力により、営業活動・サービス体制の強

化及び財務体質の改善を図ることにより、今後もシリコンウェーハメーカー検査工程の合理化・信頼性の向上を目

指してまいります。

　

２．営業施策

　当社グループは、ウェーハエッジ・裏面検査装置のパイオニアとして自ら新たなマーケットを創ってまいりました。

今後もシリコンウェーハメーカー及びデバイスメーカーにおける検査工程の合理化・信頼性の向等上を目指してま

いります。

　① 既存装置（ウェーハ検査・測定装置）　　

　微細化に対応して性能アップすることで、買替需要、アップグレード改造に対応するとともに、次世代の４５０ミ

リウェーハへの対応も行っています。また、増加しつつあるＴＳＶ（積層構造デバイス）等に対応した検査測定装

置を開発し、今後、営業展開を強化してまいります。

　このような対応が評価され、現在、主要ウェーハメーカー、デバイスメーカー等からの問い合わせも増加しつつあ

ります。

　② 新規装置（ウェーハトリートメント装置等）

　新開発のエッジ及び裏面のウェーハトリートメント装置により、デバイスメーカーに対する歩留まり向上による

コスト削減策を提案するとともに、ウェーハ加工装置としての営業展開を推進しています。

　③ 保守・サービス

　　既設機の付加価値向上のための提案、改造、点検を強化してまいります。　

　

３．経営効率の改善

　　更なる経営のスリム化を目指します。経営資源の選択と集中により、管理、生産技術など各部門の機能強化・経費削

減を推進し、コスト構造の改善を進めてまいります。

（１） 原価の低減

　設計の見直し、仕入先との交渉等による材料費の低減

（２）組織・人員の合理化

　保守のアウトソーシング化

（３）研究開発の効率化

　開発案件のより短期的な回収可能性の高いものへのシフト

　

４．資金繰りの改善及び財務体質の強化

　資金繰りにつきましては、取引金融機関については、借入金の返済条件等の変更に向けて、引続き支援を要請してお

ります。
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　また、財務面におきましても、上記事業改善計画を徹底し、営業キャッシュ・フローを好転させ、有利子負債の削減、

財務体質の健全化を推進します。
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４【事業等のリスク】

当社グループの経営成績および財政状態等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。な

お、記載内容のうち将来に関する事項は、当中間連結会計期間末現在において当社グループが判断したものでありま

す。  

(1) 特定の販売先またはユーザーへの依存について 

　

①特定の販売先またはユーザーへの依存について 

第23期、第24期及び第25期中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。 

相手先

 第23期

（自　平成22年６月１日

至　平成23年５月31日）

 第24期

（自　平成23年６月１日

至　平成24年５月31日）

　

 第25期中

（自　平成24年６月１日

至　平成24年11月30日）

　

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

ケメット・ジャパン㈱ 594,703　33.8 259,344　 21.5 1,440　 0.7　

キヤノンマーケティングジャパ

ン㈱
474,219　27.0 327,350　 27.1 －　 －　

三益半導体工業㈱ 82,175　 4.7  12,757 1.1 11,855　 5.4　

㈱フォトニクス・エンジニアリ

ング

△120,000

　
△6.8 －　 －　 －　 －　

㈱ＳＵＭＣＯ 21,969　 1.2 7,611　 0.6　 10,605　 4.9　

㈱ピーエムティー　 －　 －　 36,000　 3.0　 96,992　 44.4　

 

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

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

社の業績は影響を受ける可能性があります。 

　

    (2) 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。 

 

(3) 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。 

 

(4) ファブレス経営について 

　当社は、製造設備を保有せず、装置の製造は協力会社に委託し、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）。当社と、仕入先、外注先との関係は良好でありますが、何らかの理由で現仕入先、外注先との関

係を維持できなくなった場合は、代替委託先の選定及び技術指導にある程度の時間を要し、出荷スケジュールに遅れ

が発生する可能性があります。また、業容を拡大していく上で安定的な外注先の確保ができない場合には、当社の経営

成績に影響が生じる可能性があります。 
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(5) 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。 

 

(6) 財政状況について

　当社グループは、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、当中間連結会計期間末現在、5,262,811千円の有利子負債残高となっております。今後

は「3.対処すべき課題」にありますように、財務体質の強化に努める方針でありますが、金融機関の動向により、当社

グループの経営に影響が生じる可能性があります。 

 

(7) 会社組織について 

イ．小規模組織であること 

　当社は平成24年11月30日現在、取締役４名、監査役３名、従業員28名の小規模組織であります。

　当社は、小規模組織で人的資源に限りがある中、個々の役職員の働きに依存しているため、役職員に業務遂行上の支

障が生じた場合、あるいは社員が社外流出した場合には、当社グループの業務に支障をきたすおそれがあります。 

ロ．代表取締役社長髙村淳への依存度について 

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

和63年に当社を設立し、以後、代表取締役を務めるとともに、当社の株主（平成24年11月30日現在、持株比率3.95％

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

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

善すべく、事業体制において全社的な組織の構築や人材育成を進めております。 

 

(8) シンジケートローンについて

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

限条項が付帯されております。

　なお、当社は、財務制限条項に抵触しており、期限の利益を喪失しております。

　

(9) 継続企業の前提に関する重要事象

　当社グループは、５期連続して営業損失及び当期純損失を計上しており、その結果、第22期連結会計年度末において

債務超過となり、さらに当中間連結会計期間においても767,155千円の中間純損失を計上した結果、当中間連結会計期

間末で7,048,496千円の債務超過となっており、金融機関に対して4,977,811千円の借入金及び220,000千円の社債を

有しております。 

　このような状況に伴い、借入金の返済につきましては、各金融機関の支援のもと、借入金の返済条件の契約変更を平

成21年8月21日に締結しましたが、平成21年12月以降に返済期限が到来した借入金の履行延滞が発生しております。ま

た、諸経費の支払いの一部も支払遅延が発生しております。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせ

るような状況が存在しております。

　

５【経営上の重要な契約等】

　当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

 

６【研究開発活動】

　　① 次世代ウェーハ測定装置開発

       22nm世代以降のウェーハ平坦度、ナノトポグラフィー、エッジロールオフのすべてを測定するウェーハトポ

     グラフィー測定装置の開発を行う。 

  ② ウェーハトリートメント装置開発

　　　 全く新しい方式のウェーハトリートメント装置の開発をすすめる。独自の新方式により、従来より大きな問題点

であったランニングコストの大幅低減と高スループットで、ウェーハプロセスにおけるエッジ等に起因する歩

留り低下等の解決を目指す。

　　　この結果、当中間連結会計期間における研究開発費の総額は17,776千円となっております。  
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７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当社グループ（当社及び連結子会社）に関する財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析・検討内

容は、原則として中間連結財務諸表に基づいて分析したものであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）

が判断したものであります。

(1) 重要な会計方針及び見積り

　当社グループの中間連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成され

ております。これらの中間連結財務諸表の作成にあたっては一部に見積りによる金額を含んでおりますが、見積りに

つきましては、過去実績や状況に応じ合理的と考えられる要因に基づいており、妥当性についての継続的な評価を

行っております。しかしながら見積り特有の不確実性があるため、実際の結果はこれらの見積りと異なる場合があり

ます。

 　

(2) 中間連結会計期間の経営成績及び財政状態の分析

　①経営成績の分析

　当中間連結会計期間における経営成績の概況については、「第２　事業の状況　１[業績等の概要](１)　業績」をご

参照ください。

　②財政状態の分析

（流動資産）

当中間連結会計期間末の流動資産につきましては、前連結会計年度末に比べ88,536千円減少し、1,222,432千円と

なりました。これは、主に、未収入金76,861千円の減少によるものであります。

（固定資産）

当中間連結会計期間末の固定資産につきましては、前連結会計年度末に比べ53,355千円減少し、806,125千円と　　

なりました。これは、主に、有形固定資産44,015千円の減少によるものであります。

（流動負債）

　当中間連結会計期間末の流動負債につきましては、前連結会計年度末に比べ621,080千円増加し、9,019,315千円と

なりました。これは主に、未払金344,057千円の増加によるものです。

（固定負債）

　当中間連結会計期間末の固定負債につきましては、前連結会計年度末に比べ832千円減少し、57,739千円となりまし

た。これは主に、金利スワップ負債788千円の減少によるものです。

（純資産）

　当中間連結会計期間末の純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ762,139千円減少し、7,048,496千円の債

務超過となりました。これは主に、利益剰余金767,155千円の減少によるものです。

　

(3)資本の財源及び資金の流動性についての分析

　当中間連結会計期間における資本の財源及び資金の流動性についての分析は、「第２　事業の状況　１[業績等の概

要](２)　キャッシュ・フロー　」をご参照ください。
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(4) 継続企業の前提に関する重要事象等に対する対応策

　当社グループは、５期連続して営業損失及び当期純損失を計上しており、その結果、第22期連結会計年度末において

債務超過となり、さらに当中間連結会計期間においても767,155千円の中間純損失を計上した結果、当中間連結会計期

間末で7,048,496千円の債務超過となっており、金融機関に対して4,977,811千円の借入金及び220,000千円の社債を

有しております。 

　このような状況に伴い、借入金の返済につきましては、各金融機関の支援のもと、借入金の返済条件の契約変更を平

成21年8月21日に締結しましたが、平成21年12月以降に返済期限が到来した借入金の履行延滞が発生しております。ま

た、諸経費の支払いの一部も支払遅延が発生しております。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせ

るような状況が存在しております。　

　当社グループは、このような状況から脱却するため、営業、開発及び生産等全社的な効率に向けて抜本的な見直しを

行い、早期に業績の改善を図るため事業改善計画を策定し促進しておりますが、その対応策は以下のとおりです。

 　

ａ．営業施策

　　当社グループは、ウェーハエッジ・裏面検査装置のパイオニアとして自ら新たなマーケットを創ってまいりまし

　た。今後もシリコンウェーハメーカー及びデバイスメーカーにおける検査工程の合理化・信頼性の向上等を目指し

てまいります。

　① 既存装置（ウェーハ検査・測定装置）　　

　　微細化に対応して性能アップすることで、買替需要、アップグレード改造に対応するとともに、次世代の４５０

ミリウェーハへの対応も行っています。また、増加しつつあるＴＳＶ（積層構造デバイス）等に対応した検査測定

装置を開発し、今後、営業展開を強化してまいります。

　このような対応が評価され、現在、主要ウェーハメーカー、デバイスメーカー等からの問い合わせも増加しつつあ

ります。

　② 新規装置（ウェーハトリートメント装置等）

　新開発のエッジ及び裏面のウェーハトリートメント装置により、デバイスメーカーに対する歩留まり向上による

コスト削減策を提案するとともに、ウェーハ加工装置としての営業展開を推進しています。

　③ 保守・サービス

　　既設機の付加価値向上のための提案、改造、点検を強化しております。　

　

ｂ．経営効率の改善

　　更なる経営のスリム化を目指します。経営資源の選択と集中により、管理、生産技術など各部門の機能強化・経費削

減を推進し、コスト構造の改善を進めてまいります。

 　①原価の低減

　　設計の見直し、仕入先との交渉等による材料費の低減

　 ②組織・人員の合理化

　　保守のアウトソーシング化

　 ③研究開発の効率化

　　開発案件のより短期的な回収可能性の高いものへのシフト

　

ｃ．資金繰りの改善及び財務体質の強化

　　資金繰りにつきましては、取引金融機関については、借入金の返済条件等の変更に向けて、引続き支援を要請し　

　ております。

　　また、財務面におきましても、上記事業改善計画を徹底し、営業キャッシュ・フローを好転させ、有利子負債の

　削減、財務体質の健全化を推進します。　
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第３【設備の状況】

１【主要な設備の状況】

　当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。　

 

２【設備の新設、除却等の計画】

　当中間連結会計期間において、前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要

な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。　
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 39,000,000

計 39,000,000

 

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在発行数

（株）
（平成24年11月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年２月28日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 9,919,850 9,919,850非上場・非登録　
単元株式数　

100株

計 9,919,850 9,919,850 － －

（注）１．完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

２．「提出日現在発行数」欄には、平成25年２月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

　旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 

①　平成17年８月25日定時株主総会決議

 
中間会計期間末現在
（平成24年11月30日）

提出日の前月末現在
（平成25年１月31日）

新株予約権の数（個） 200　 200　

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 20,000　 20,000　

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,672   同左

新株予約権の行使期間
自　平成19年９月１日

至　平成25年８月31日
　　　　　 同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格 1,672

資本組入額 836
　　　　　 同左

新株予約権の行使の条件

①各新株予約権の一部行使は

できないこととする。

②その他の権利行使の条件

は、取締役会において決定す

る。

　　　　　 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

　新株予約権を譲渡するとき

は当社取締役会の承認を要す

るものとする。

　　　　　 同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

　

（５）【発行済株式総数、資本金等の状況】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成24年６月１日～

平成24年11月30日
－ 9,919,850 － 1,077,975 － 2,105,996
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（６）【大株主の状況】

 平成24年11月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社ピーエムティー 福岡県糟屋郡須恵町大字佐谷1705-1 3,850,000 38.81

髙村　淳 東京都港区 392,700 3.95

有限会社スペックス 東京都渋谷区神宮前3-2-17 320,000 3.22

指田　克司 東京都青梅市 200,000 2.01

百瀬　輝睦 東京都足立区 126,700 1.27

佐藤　伸介 岡山県井原市 125,000 1.26

芳賀　一実 東京都杉並区 125,000 1.26

ローツェ株式会社 広島県福山市神辺町道上1588番地の2 125,000 1.26

新里　敦　 沖縄県島尻郡 117,900 1.18

斎藤　周平 東京都足立区 107,400 1.08

計 － 5,489,700 55.34
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成24年11月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 　　　　　　　　　　－ － －

議決権制限株式（自己株式等） 　　　　　　　　　　－ － －

議決権制限株式（その他） 　　　　　　　　　　－ － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　   　　  300　 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式   　9,918,900　 99,189 －

単元未満株式 普通株式　 　　　　650　 － －

発行済株式総数  　　　　　 　9,919,850 － －

総株主の議決権 　　　　　　　　　　－ 99,189 －

 

②【自己株式等】

 平成24年11月30日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株式
数（株）

他人名義所有株式
数（株）

所有株式数の合計
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

㈱レイテックス
東京都多摩市落合

１-33-３
300 － 300 0.00

計 － 300 － 300 0.00

　

２【株価の推移】

　当社株式は非上場でありますので、該当事項はありません。

 

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号）に基づいて作成しております。

 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間（平成24年６月１日から平成24年11

月30日まで）の中間連結財務諸表及び中間会計期間（平成24年６月１日から平成24年11月30日まで）の中間財務諸

表について、公認会計士今若利男事務所及び公認会計士富樫憲史事務所により中間監査を受けております。
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１【中間連結財務諸表等】
（１）【中間連結財務諸表】
①【中間連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年５月31日)

当中間連結会計期間
(平成24年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※2
 85,523

※2
 57,270

受取手形及び売掛金 66,945 63,445

たな卸資産 974,197 988,943

未収入金 158,552 81,691

前渡金 12,004 4,378

その他 22,477 35,385

貸倒引当金 △8,732 △8,683

流動資産合計 1,310,968 1,222,432

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※2
 507,652

※2
 486,638

機械装置及び運搬具（純額） 107,904 87,846

工具、器具及び備品（純額） 19,451 16,507

建設仮勘定 44,954 44,954

有形固定資産合計 ※1
 679,962

※1
 635,947

無形固定資産

特許権 6,387 －

その他 5,581 3,214

無形固定資産合計 11,968 3,214

投資その他の資産

投資有価証券 0 0

長期貸付金 24,000 24,000

長期未収入金 23,245 23,245

役員に対する長期貸付金 76,787 74,930

その他 90,763 92,033

貸倒引当金 △47,245 △47,245

投資その他の資産合計 167,550 166,964

固定資産合計 859,481 806,125

資産合計 2,170,449 2,028,558
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年５月31日)

当中間連結会計期間
(平成24年11月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 136,550 127,485

短期借入金 65,000 65,000

1年内返済予定の長期借入金 ※2
 4,981,231

※2
 4,977,811

1年内償還予定の社債 220,000 220,000

未払金 2,002,781 2,346,839

未払費用 374,068 434,202

前受金 375,390 606,422

未払法人税等 9,463 10,164

預り金 119,169 117,140

製品保証引当金 3,216 1,774

仮受金 104,726 112,474

その他 6,635 －

流動負債合計 8,398,234 9,019,315

固定負債

金利スワップ負債 6,700 5,912

繰延税金負債 9,678 9,296

資産除去債務 42,193 42,530

固定負債合計 58,572 57,739

負債合計 8,456,807 9,077,055

純資産の部

株主資本

資本金 1,077,975 1,077,975

資本剰余金 2,105,996 2,105,996

利益剰余金 △9,393,763 △10,160,918

自己株式 △311 △311

株主資本合計 △6,210,102 △6,977,258

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 － －

為替換算調整勘定 △76,255 △71,238

その他の包括利益累計額合計 △76,255 △71,238

純資産合計 △6,286,357 △7,048,496

負債純資産合計 2,170,449 2,028,558
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②【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】

（単位：千円）

前中間連結会計期間
(自　平成23年６月１日
　至　平成23年11月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成24年６月１日
　至　平成24年11月30日)

売上高 637,130 218,487

売上原価 418,523 222,678

売上総利益又は売上総損失（△） 218,607 △4,191

販売費及び一般管理費 ※1
 358,615

※1
 353,510

営業損失（△） △140,008 △357,702

営業外収益

受取利息 1,273 1,205

受取配当金 4 4

為替差益 1,769 －

金利スワップ評価益 1,536 788

受取家賃 － 2,496

補助金収入 6,879 6,674

製品保証引当金戻入 164 1,330

貸倒引当金戻入額 － 49

雑収入 685 580

営業外収益合計 12,311 13,129

営業外費用

支払利息 69,524 66,665

為替差損 － 2,983

支払手数料 2,500 333

雑支出 2,153 1,100

貸倒引当金繰入額 12,120 －

営業外費用合計 86,298 71,083

経常損失（△） △213,994 △415,655

特別利益

固定資産売却益 － 47

特別利益合計 － 47

特別損失

固定資産除却損 ※2
 76 －

たな卸資産評価損 508,417 －

投資有価証券評価損 568 －

遅延損害金 355,259 351,306

特別損失合計 864,320 351,306

税金等調整前中間純損失（△） △1,078,315 △766,914

法人税、住民税及び事業税 1,217 622

法人税等調整額 △612 △381

法人税等合計 605 240

少数株主損益調整前中間純損失（△） △1,078,920 △767,155

中間純損失（△） △1,078,920 △767,155
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【中間連結包括利益計算書】
（単位：千円）

前中間連結会計期間
(自　平成23年６月１日
　至　平成23年11月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成24年６月１日
　至　平成24年11月30日)

少数株主損益調整前中間純損失（△） △1,078,920 △767,155

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △5,275 －

為替換算調整勘定 △5,081 5,016

その他の包括利益合計 △10,356 5,016

中間包括利益 △1,089,277 △762,139

（内訳）

親会社株主に係る中間包括利益 △1,089,277 △762,139

少数株主に係る中間包括利益 － －
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③【中間連結株主資本等変動計算書】
（単位：千円）

前中間連結会計期間
(自　平成23年６月１日
　至　平成23年11月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成24年６月１日
　至　平成24年11月30日)

株主資本

資本金

当期首残高 1,072,200 1,077,975

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 1,072,200 1,077,975

資本剰余金

当期首残高 2,100,221 2,105,996

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 2,100,221 2,105,996

利益剰余金

当期首残高 △7,337,676 △9,393,763

当中間期変動額

中間純損失（△） △1,078,920 △767,155

当中間期変動額合計 △1,078,920 △767,155

当中間期末残高 △8,416,597 △10,160,918

自己株式

当期首残高 △311 △311

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 △311 △311

株主資本合計

当期首残高 △4,165,566 △6,210,102

当中間期変動額

中間純損失（△） △1,078,920 △767,155

当中間期変動額合計 △1,078,920 △767,155

当中間期末残高 △5,244,487 △6,977,258

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

当期首残高 △40,531 －

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額
（純額）

△5,275 －

当中間期変動額合計 △5,275 －

当中間期末残高 △45,806 －

為替換算調整勘定

当期首残高 △72,610 △76,255

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額
（純額）

△5,081 5,016

当中間期変動額合計 △5,081 5,016
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（単位：千円）

前中間連結会計期間
(自　平成23年６月１日
　至　平成23年11月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成24年６月１日
　至　平成24年11月30日)

当中間期末残高 △77,692 △71,238

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 △113,142 △76,255

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額
（純額）

△10,356 5,016

当中間期変動額合計 △10,356 5,016

当中間期末残高 △123,499 △71,238

純資産合計

当期首残高 △4,278,708 △6,286,357

当中間期変動額

中間純損失（△） △1,078,920 △767,155

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△10,356 5,016

当中間期変動額合計 △1,089,277 △762,139

当中間期末残高 △5,367,986 △7,048,496
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④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前中間連結会計期間
(自　平成23年６月１日
　至　平成23年11月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成24年６月１日
　至　平成24年11月30日)

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（△） △1,078,315 △766,914

減価償却費 78,715 53,321

たな卸資産評価損 508,417 －

投資有価証券評価損益（△は益） 568 －

有形固定資産売却損益（△は益） － △47

固定資産除却損 8 －

遅延損害金 355,259 351,306

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16,973 △49

製品保証引当金の増減額（△は減少） △1,056 △1,442

受取利息及び受取配当金 △1,277 △1,209

支払利息 69,524 66,665

為替差損益（△は益） 362 △336

割引手形の増減額（△は減少） 4,059 －

売上債権の増減額（△は増加） 3,756 3,735

たな卸資産の増減額（△は増加） △61,250 △12,622

仕入債務の増減額（△は減少） 45,943 △9,065

未収入金の増減額（△は増加） 143 76,861

前受金の増減額（△は減少） 39,668 230,777

金利スワップ評価損益（△は益） △1,536 △788

その他の流動資産の増減額（△は増加） 7,602 △3,062

その他の流動負債の増減額（△は減少） 28,377 △6,962

長期前払費用の増減額（△は増加） 1,089 363

その他の固定負債の増減額（△は減少） 458 －

小計 17,490 △19,463

利息及び配当金の受取額 16 1,209

利息の支払額 △7,159 △4,666

法人税等の支払額 2,911 △3,239

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,259 △26,159

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 － △250

有形固定資産の売却による収入 △35 47

短期貸付金の増減額（△は増加） △51 △2,165

その他 △480 383

投資活動によるキャッシュ・フロー △567 △1,985

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 － △3,419

リース債務の返済による支出 △953 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △953 △3,419

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,408 3,312
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（単位：千円）

前中間連結会計期間
(自　平成23年６月１日
　至　平成23年11月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成24年６月１日
　至　平成24年11月30日)

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,329 △28,252

現金及び現金同等物の期首残高 122,132 79,523

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※1
 130,462

※1
 51,270
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【継続企業の前提に関する事項】

当中間連結会計期間
（自　平成24年６月１日
至　平成24年11月30日）　

　当社グループは、５期連続して営業損失及び当期純損失を計上しており、その結果、第22期連結会計年度末において債務

超過となり、さらに当中間連結会計期間においても767,155千円の中間純損失を計上した結果、当中間連結会計期間末で

7,048,496千円の債務超過となっており、金融機関に対して4,977,811千円の借入金及び220,000千円の社債を有しており

ます。 

　このような状況に伴い、借入金の返済につきましては、各金融機関の支援のもと、借入金の返済条件の契約変更を平成21

年8月21日に締結しましたが、平成21年12月以降に返済期限が到来した借入金の履行延滞が発生しております。また、諸経

費の支払いの一部も支払遅延が発生しております。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状

況が存在しております。　

　当社グループは、このような状況から脱却するため、営業、開発及び生産等全社的な効率に向けて抜本的な見直しを行い、

早期に業績の改善を図るため事業改善計画を策定し促進しておりますが、その対応策は以下のとおりです。

 　

ａ．営業施策

　　当社グループは、ウェーハエッジ・裏面検査装置のパイオニアとして自ら新たなマーケットを創ってまいりまし

　た。今後もシリコンウェーハメーカー及びデバイスメーカーにおける検査工程の合理化・信頼性の向上等を目指してま

いります。

　① 既存装置（ウェーハ検査・測定装置）　　

　　微細化に対応して性能アップすることで、買替需要、アップグレード改造に対応するとともに、次世代の４５０ミリ

ウェーハへの対応も行っています。また、増加しつつあるＴＳＶ（積層構造デバイス）等に対応した検査測定装置を開発

し、今後、営業展開を強化してまいります。

　このような対応が評価され、現在、主要ウェーハメーカー、デバイスメーカー等からの問い合わせも増加しつつあります。

　② 新規装置（ウェーハトリートメント装置等）

　新開発のエッジ及び裏面のウェーハトリートメント装置により、デバイスメーカーに対する歩留まり向上によるコスト

削減策を提案するとともに、ウェーハ加工装置としての営業展開を推進しています。

　③ 保守・サービス

　　既設機の付加価値向上のための提案、改造、点検を強化しております。　

　

ｂ．経営効率の改善

　　更なる経営のスリム化を目指します。経営資源の選択と集中により、管理、生産技術など各部門の機能強化・経費削減を

推進し、コスト構造の改善を進めてまいります。

 　①原価の低減

　　設計の見直し、仕入先との交渉等による材料費の低減

　 ②組織・人員の合理化

　　保守のアウトソーシング化

　 ③研究開発の効率化

　　開発案件のより短期的な回収可能性の高いものへのシフト

　

ｃ．資金繰りの改善及び財務体質の強化

　　資金繰りにつきましては、取引金融機関については、借入金の返済条件等の変更に向けて、引続き支援を要請し　

　ております。

　　また、財務面におきましても、上記事業改善計画を徹底し、営業キャッシュ・フローを好転させ、有利子負債の

　削減、財務体質の健全化を推進します。　

　

　しかしながら、借入金の返済条件等の変更については連結財務諸表作成日現在契約に至っておらず、また、業績の改善を

実行するうえで重要な要素となる売上高の確保は外部要因に大きく依存しているため、現時点において継続企業の前提に

関する重要な不確実性が認められます。

　なお、中間連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する不確実性の影響を中間連結財務

諸表に反映しておりません。　 　
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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】

項目
当中間連結会計期間

（自　平成24年６月１日
至　平成24年11月30日）

１．連結の範囲に関する事項 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

 

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。

 

３．連結子会社の中間決算日等に関

する事項

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。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。

 

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

①　有価証券

　その他有価証券 

　　　時価のないもの

　　　　移動平均法による原価法

  

 ②　デリバティブ

　時価法

  

 ③　たな卸資産

ａ．仕掛品 

個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの

方法)

ｂ．原材料 

月次総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切

下げの方法)

ｃ．貯蔵品 

最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法)

 

 (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

　　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

 

 ②　無形固定資産

(イ)ソフトウェア 

　自社利用目的のソフトウェア

社内における見込利用可能期間（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。
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項目
当中間連結会計期間

（自　平成24年６月１日
至　平成24年11月30日）

　 ③　リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20

年５月31日以前の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。

　

 (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。

 

 (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。

 

　 (5）中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価格の変

動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。

　

 (6）その他中間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。

 

 

【表示方法の変更】

　当中間連結会計期間

(自　平成24年６月１日

  至  平成24年11月30日)　

(中間連結キャッシュ・フロー計算書)

　前中間連結会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動資産の増減額」に含めておりま

した「未収入金の増減額」及び「その他の流動負債の増減額」に含めておりました「前受金の増減額」、「投資活動によ

るキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「短期貸付金の増減額」は金額的重要性が増したため、当中間

連結会計期間より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財

務諸表の組替えを行っております。 

　この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」

の「その他の流動資産の増減額」に表示していた7,745千円は「未収入金の増減額」143千円、「その他の流動資産の増減

額」7,602千円、「その他の流動負債の増減額」に表示していた68,045千円は、「前受金の増減額」39,668千円、「その他の

流動負債の増減額」28,377千円、」、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△531千円は

「短期貸付金の増減」△51千円、「その他」△480千円として組み替えております。 
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【会計上の見積りの変更】

当中間連結会計期間
（自　平成24年６月１日
至　平成24年11月30日）

該当事項はありません。　
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【追加情報】

当中間連結会計期間
（自　平成24年６月１日
至　平成24年11月30日）

該当事項はありません。　

　

　

　

　

 

【注記事項】

（中間連結貸借対照表関係）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

前連結会計年度
（平成24年５月31日）

当中間連結会計期間
（平成24年11月30日）

1,075,875千円 1,122,203千円

　

※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。

　
前連結会計年度

（平成24年５月31日）
当中間連結会計期間
（平成24年11月30日）

定期預金 6,000千円 6,000千円

建物及び構築物 　                     474,676　 　　　　　　　　　　457,420

計 　                     480,676　                     463,420

　

　担保付債務は、次のとおりであります。

　
前連結会計年度

（平成24年５月31日）
当中間連結会計期間
（平成24年11月30日）

１年内返済予定の長期借入金 4,981,231千円 4,977,811千円

　

（中間連結損益計算書関係）

　

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

　
前中間連結会計期間

（自　平成23年６月１日
至　平成23年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成24年６月１日
至　平成24年11月30日）

　給与手当 90,179千円 104,383千円

　役員報酬 　　　　　　　　　　　　48,905                       　41,680

　減価償却費 　　　　　　　　　　　　39,033                       　26,949

　販売手数料 　　　　　　　　　　　　37,478 　                      13,207

　研究開発費 　　　　　　　　　　　 　5,774 　                      17,776
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自　平成23年６月１日　至　平成23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

 
当連結会計年度期首
株式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式     

普通株式 6,069,850 － － 6,069,850

合計 6,069,850 － － 6,069,850

自己株式     

普通株式 323 － － 323

合計 323 － － 323

 

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）配当金支払額

　　　該当事項はありません。

　 

(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末後となるもの

　　　該当事項はありません。

　

当中間連結会計期間（自　平成24年６月１日　至　平成24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

 
当連結会計年度期首
株式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式     

普通株式 9,919,850 － － 9,919,850

合計 9,919,850 － － 9,919,850

自己株式     

普通株式 323 － － 323

合計 323 － － 323

 

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）配当金支払額

　　　該当事項はありません。

　 

(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末後となるもの

　　　該当事項はありません。
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（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23年６月１日
至　平成23年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成24年６月１日
至　平成24年11月30日）

※１　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

 （千円）

現金及び預金 136,462

預入期間３か月超の定期預金 △6,000

現金及び現金同等物 130,462

※１　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

 （千円）

現金及び預金 57,270

預入期間３か月超の定期預金 △6,000

現金及び現金同等物 51,270
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（リース取引関係）
前連結会計年度

（自　平成23年６月１日
至　平成24年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成24年６月１日
至　平成24年11月30日）

１．ファイナンス・リース取引（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

１．ファイナンス・リース取引（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①　リース資産の内容

有形固定資産

　車両運搬具であります。

　

　所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引

開始日が、平成20年５月31日以前の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、そ

の内容は次のとおりであります。 

 
②　リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４. 会計

処理基準に関する事項　(2)　重要な減価償却資産の減価償却の

方法」に記載のとおりであります。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース

取引開始日が、平成20年５月31日以前の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、その内容は次のとおりであります。

　

　

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相当額

 
取得価額相
当額
(千円)

減価償却累
計額相当額
(千円)

期末残高相
当額
(千円)

機械装置及び運
搬具

21,142 13,711 7,431

工具、器具及び
備品

25,350 25,350 －

合計 46,492 39,061 7,431

 
取得価額相
当額
(千円)

減価償却累
計額相当額
(千円)

中間期末残
高相当額
(千円)

車両運搬具 9,642 2,842 6,799
合計 9,642 2,842 6,799

(2）未経過リース料期末残高相当額等 (2）未経過リース料中間残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額 未経過リース料中間残高相当額

１年内 1,234千円

１年超 6,530千円

合計 7,764千円

１年内 1,292千円

１年超 5,869千円

合計 7,162千円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額

及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額

及び減損損失

支払リース料 5,373千円

減価償却費相当額 4,314千円

支払利息相当額 485千円

支払リース料 780千円

減価償却費相当額 631千円

支払利息相当額 178千円

(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て、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　

(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の差額を利息相当

額とし、各期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 

（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
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（金融商品関係）

前連結会計年度（平成24年５月31日）

金融商品の時価等に関する事項　

　平成24年５月31日における連結貸借対照表計上額、公正価値が算定可能な金融商品の時価及びこれらの差

額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に

は含まれていません（(注2)参照）。

　 連結貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 現金及び預金 85,523千円 85,523千円 　千円

(2) 受取手形及び売掛金 66,945　 　　  　

    貸倒引当(*1) △8,440　 　　  　

　 58,505　 58,505　 －　　

(3) 未収入金 158,552　 　　 　　

　　貸倒引当(*1) △18　 　　 　　

　 158,534　 158,534　 －　　

(4) 前渡金 12,004　  　 　　

    貸倒引当(*1) △274　 　　 　　

　 11,729　 11,729　 －　　

(5) 短期貸付金 4,000　 4,000　 －　　

(6) 長期未収入金 23,245　 　　 　　

　　貸倒引当(*1) △23,245　 　　 　　

　 －　　 －　　 －　　

(7) 長期貸付金 24,000　 　　 　　

　　貸倒引当(*1) △24,000　　 　　 　　

　 －　　 －　　 －　　

(8) 役員に対する貸付金(*2) 80,424　 80,424　 －　　

(9) 保証金 54,910　 43,534　 △11,376　　

(10) 敷金 17,241　 17,241　 －　　

資産計　 470,869　 459,492　 △11,376　　

(1) 支払手形及び買掛金 (136,550)　 (136,550)　 －　　

(2)　短期借入金　 (65,000)　 (65,000)　 －　　

(3) １年内返済予定の長期借

　　入金
(4,981,231)　 (4,981,231)　 －　　

(4) １年内償還予定の社債 (220,000)　 (220,000)　 －　　

(5) 未払金 (2,002,781)　 (2,002,781)　 －　　

(6) 金利スワップ負債 (6,700)　 (6,700)　 －　　

負債計　 7,412,264　 7,412,264　 －　　

負債に計上されているものについては、(　)で示しています。 

(*1)受取手形及び売掛金、未収入金、前渡金、長期未収入金、長期貸付金から一般貸倒引当金及び個別貸倒

　引当金を控除しております。 

(*2)役員に対する貸付金は短期役員貸付金3,636千円を含んでおります。　

　

EDINET提出書類

株式会社レイテックス(E02347)

半期報告書

35/68



当中間連結会計期間（平成24年11月30日）

　金融商品の時価等に関する事項

　平成24年11月30日における中間連結貸借対照表計上額、公正価値が算定可能な金融商品の時価及びこれら

の差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次

表には含まれていません（(注2)参照）。

　 連結貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 現金及び預金 57,270千円 57,270千円 －　千円

(2) 受取手形及び売掛金 63,445　 　　  　

    貸倒引当(*1) △8,548　 　　  　

　 54,897　 54,897　 －　　

(3) 未収入金 81,691　 　　 　　

　　貸倒引当(*1) △59　 　　 　　

　 81,632　 81,632　 －　　

(4) 前渡金 4,378　  　 　　

    貸倒引当(*1) △76　 　　 　　

　 4,302　 4,302　　 －　　

(5) 短期貸付金 6,110　 6,110　　 －　　

(6) 長期未収入金　 23,245　 　　 　　

　　貸倒引当(*1) △23,245　 　　 　　

　 －　 －　　 －　　

(7) 長期貸付金　 24,000　 　　 　　

　　貸倒引当(*1) △24,000　 　　 　　

　 －　 －　　 －　　

(8) 役員に対する貸付金(*2)　 78,622　 78,622　　 －　　

(9) 保証金　 55,010　 48,417　　 　△6,593　　

(10) 敷金　 17,771　 17,771　 －　　

資産計　 355,614　 349,021　 △6,593　　

(1) 支払手形及び買掛金 (127,485)　 (127,485)　 －　　

(2) 短期借入金 (65,000)　 (65,000)　　 －　　

(3) 1年内返済予定の長期借入

金
(4,977,811)　 （4,977,811)　　 －　　

(4) 1年内償還予定の社債　 (220,000)　　 (220,000)　　 －　　

(5) 未払金 (2,346,839)　 (2,346,839)　　 －　　

(6) 金利スワップ負債　 (5,912)　　 (5,912)　　 －　　

負債計 7,743,048　 7,743,048　 －　　

負債に計上されているものについては、(　)で示しています。

(*1)受取手形及び売掛金、未収入金、前渡金、長期未収入金、長期貸付金から一般貸倒引当金及び個別貸倒

　引当金を控除しております。

(*2)役員に対する貸付金は短期役員貸付金3,691千円を含んでおります。　
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　　　（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

　　資　産

　　　　　　(1)現金及び預金

　　　　　　 これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお

ります。

　　　　　　(2)受取手形及び売掛金、(3)未収入金、(4)前渡金、(5)短期貸付金、(6)長期未収入金、(7)長期貸付金、(8)役員に対す

る貸付金、(10)敷金

　　　　　　 これらは原則として、一般債権については貸倒実績率を勘案し、貸倒懸念債権については、個別に回収可能性を検

討し、回収見込額等により時価を算定しております。また、敷金の連結貸借対照表計上額については返還予定

時期等を見積もるこ事が困難と認められることから当該帳簿価額によっております。

　　　　　　(9)保証金

　　　　　　 将来キャッシュ・フローを適切な中間連結会計期間末日の割引金利を使って計算した公正価値に基づいて算定し

ております。

　　負　債

　　　　　　(1)支払手形及び買掛金、(2)短期借入金、(3)１年内返済予定の長期借入金、(4)１年内償還予定の社債、

　　　　　　(5)未払金　

　　　　　　 これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお

ります。

　　　　　　(6)金利スワップ負債

　　　　　　 　市場価格又は将来キャッシュ・フローを適切な中間連結会計期間末日の割引金利を使って計算した公正価値に

基づいて算定しております。　

　

　 ２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円）

　区分
前連結会計年度

(平成24年５月31日）　

当中間連結会計年度

(平成24年11月30日）　

　非上場株式 　　　　　　　　　　　　0　 　　　　　　　　　　　　　0

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお

りません。
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（有価証券関係）

１．その他有価証券

前連結会計年度（平成24年５月31日）

　 　種類
連結貸借対照表計上額

（千円）　
取得原価（千円）　 差額（千円）　

　

　連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

　

　(1)　株式 　　　　　　　　0　　　 　　　 　　　　663　 　　　　　 　△663　

　(2)　債券 　　　　　　 　－ 　　　 　　 　　－　 　　　　　　　　－　

　(3)　その他 　　　　　　　 －　 　　　 　　 　　－　 　　　　　　　　－　

合計 　　　　　　　　0 　　　 　　　　663　 　　　　　 　△663　

　　　　　　　　　　　　　

当中間連結会計期間（平成24年11月30日）

　 　種類
連結貸借対照表計上額

（千円）　
取得原価（千円）　 差額（千円）　

　

　中間連結貸借対照表計上

額が取得原価を超えない

もの　

　

　(1)　株式 　　　　 　　　0                 663　        　　△663　

　(2)　債券            　 － 　   　　　　  　－　　　
　             　－　　　

　

　(3)　その他 　　　　　　　－　
　　             －　　　

　
　             　－　　

合計 　             0 　              663　            △663

　

           ２．売却したその他有価証券　

前連結会計年度（自　平成23年６月１日　至　平成24年５月31日）　

種類 売却額（千円）　 売却益の合計額（千円）　 売却損の合計額（千円）　

　(1)　株式 　　　　　　　　　156,880                       －                 　38,137

　(2)　債券 　　　　　　　　　　　 －                       － 　                    －

　(3)　その他 　                     －                       － 　                    －

　合計 　                156,880　                    － 　                38,137

　

          当中間連結会計期間（平成24年11月30日）

　　　　　　該当事項はありません。

　　　　

　　　　　 ３．減損処理を行った有価証券

前連結会計年度（自　平成23年６月１日　至　平成24年５月31日）　

  当連結会計年度において、投資有価証券について663千円減損処理を行っております。

　なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を

行っております。30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損

処理を行っております。　

　

　　　　　当中間連結会計期間（平成24年11月30日）

　　　　　　該当事項はありません。
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（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度（平成24年５月31日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1）通貨関連

　　該当事項はありません。

　 

(2）金利関連

区分 取引の種類
契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取引以外の取引
 金利スワップ取引

 　変動受取・固定支払

　 　 　 　

176,000 176,000 △6,700 △6,700

合計 176,000 176,000 △6,700 △6,700

（注） 時価の算定方法

 　　　　取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

　

当中間連結会計期間（平成24年11月30日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1）通貨関連

　　該当事項はありません。

　 

(2）金利関連

区分 取引の種類
契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取引以外の取引
 金利スワップ取引

 　変動受取・固定支払

　 　 　 　

155,000 155,000 △5,912 △5,912

合計 155,000 155,000 △5,912 △5,912

（注） 時価の算定方法

 　　　　取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
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（ストック・オプション等関係）

前中間連結会計期間（自　平成23年６月１日　至　平成23年11月30日）

１．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

　該当事項はありません。

　

当中間連結会計期間（自　平成24年６月１日　至　平成24年11月30日）

１．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

　該当事項はありません。

 　

（資産除去債務関係）

前連結会計年度（平成24年5月31日）　

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

　当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減

　

　当連結会計年度期首残高 41,528　 千円　

　時の経過による調整額　 664　 　

　当連結会計年度末残高 42,193　 　

　

当中間連結会計期間（平成24年11月30日）　

資産除去債務のうち中間連結貸借対照表に計上しているもの

　

　当中間連結会計期間における当該資産除去債務の総額の増減

　

　当連結会計年度期首残高 42,193　 千円　

　時の経過による調整額　 337　 　

　当中間連結会計期間末残高 42,530　 　

　

　

（賃貸等不動産関係）

　該当事項はありません。　
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前中間連結会計期間（自　平成23年６月１日　至　平成23年11月30日）

１．報告セグメントの概要

　　当社の報告セグメントは、分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決

　定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

　　当社グループの事業は提供する製品・サービス内容別のセグメントから構成されており、「半導体

　事業」、「太陽電池事業」の２つを報告セグメントとしております。

　　「半導体事業」は、主にシリコンウェーハの端面、裏面のキズやパーティクル（小さなゴミ）等の

　欠陥の有無を、独自のレーザースキャン方式を用いて検査する装置の開発及び販売を行っております。

　「太陽電池事業」は、主にレーザースクライバー（溝加工装置）の開発を行っております。

　

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法　　　

　報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重

　要な事項」に於ける記載と同一であります。

　報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

　セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。　

　

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

　太陽電池事業売上高は、連結売上高の10%未満であるため、記載を省略しております。

　

当中間連結会計期間（自　平成24年６月１日　至　平成24年11月30日）

１．報告セグメントの概要

　　当社の報告セグメントは、分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決

　定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

　　当社グループの事業は提供する製品・サービス内容別のセグメントから構成されており、「半導体

　事業」、「太陽電池事業」の２つを報告セグメントとしております。

　　「半導体事業」は、主にシリコンウェーハの端面、裏面のキズやパーティクル（小さなゴミ）等の

　欠陥の有無を、独自のレーザースキャン方式を用いて検査する装置の開発及び販売を行っております。

　「太陽電池事業」は、主にレーザースクライバー（溝加工装置）の開発を行っております。

　

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法　　　

　報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重

　要な事項」に於ける記載と同一であります。

　報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

　セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。　

　

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

　太陽電池事業売上高は、連結売上高の10%未満であるため、記載を省略しております。
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【関連情報】

前中間連結会計期間（自　平成23年６月１日　至　平成23年11月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

　　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への連結売上高が中間連結損益計算書の売上高の90％を超える

　ため、記載を省略しております。

　

　　　　　　２．地域ごとの情報

　(1）売上高

　　本邦の外部顧客への売上高が中間連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま　

　　す。　

　　　　　　　(2）有形固定資産

　　本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

　　め、記載を省略しております。

　

　　　　　　３．主要な顧客ごとの情報

　 （単位：千円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

キャノンマーケティングジャパン㈱ 200,624半導体事業　

ケメット・ジャパン㈱　 146,158半導体事業　

　

当中間連結会計期間（自　平成24年６月１日　至　平成24年11月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

　　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への連結売上高が中間連結損益計算書の売上高の90％を超える

　ため、記載を省略しております。

　

　　　　　　２．地域ごとの情報

　(1）売上高

(単位：千円)　

日本 北米　 アジア　 欧州　 合計　

　　　　　132,934　　　　　28,520　　　 　　　　　49,376　　　　　　　 　　　　　　7,657　 　　　　　218,487　

　　　　　　　(注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

　

　　　　　　　(2）有形固定資産

　　本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

　　め、記載を省略しております。

　

　　　　　　３．主要な顧客ごとの情報

　 （単位：千円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

㈱ピーエムティー 96,992半導体事業　

延世大学　 36,000半導体事業　

SEH-America 24,757半導体事業　
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前中間連結会計期間（自　平成23年６月１日　至　平成23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24年６月１日　至　平成24年11月30日）

該当事項はありません。　

　

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前中間連結会計期間（自　平成23年６月１日　至　平成23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24年６月１日　至　平成24年11月30日）

該当事項はありません。　

　

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前中間連結会計期間（自　平成23年６月１日　至　平成23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24年６月１日　至　平成24年11月30日）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

　
前中間連結会計期間

（自　平成23年６月１日
至　平成23年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成24年６月１日
至　平成24年11月30日）

　　１株当たり中間純損失金額（△） △177.76円 △77.34円

（算定上の基礎） 　 　

中間純損失金額（千円）（△） △1,078,920 △767,155

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金額（千円）（△） △1,078,920 △767,155

普通株式の期中平均株式数（株） 6,069,527 9,919,527

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260個普通株式　

26,000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　200個　普通株式

20,000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200個　普通株式　　

　　20,000株）　

　（注）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金額で

あるため記載しておりません。

　
前連結会計年度

（平成24年５月31日）
当中間連結会計期間
（平成24年11月30日）

１株当たり純資産額 　△633.47円 △710.57円

（算定上の基礎） 　 　

純資産の部の合計額（千円） △6,286,357 △7,048,496

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － －

普通株式に係る中間期末（期末）の純資産額

（千円）
△6,286,357 △7,048,496

１株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末

（期末）の普通株式の数（株）
9,919,527 9,919,527
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（重要な後発事象）

当中間連結会計期間
（自　平成24年６月１日
至　平成24年11月30日）

該当事項はありません。　
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（２）【その他】

該当事項はありません。　
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２【中間財務諸表等】
（１）【中間財務諸表】
①【中間貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度
(平成24年５月31日)

当中間会計期間
(平成24年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※2
 34,257

※2
 36,420

売掛金 50,360 55,087

仕掛品 671,392 650,705

原材料及び貯蔵品 192,855 192,680

前渡金 10,722 3,973

前払費用 3,805 2,813

未収入金 158,552 81,691

未収消費税等 － 5,114

その他 8,650 9,684

貸倒引当金 △8,732 △8,683

流動資産合計 1,121,862 1,029,487

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※2
 492,719

※2
 475,030

構築物（純額） ※2
 12,258

※2
 11,429

機械及び装置（純額） 107,416 87,404

車両運搬具（純額） 290 263

工具、器具及び備品（純額） 16,226 13,839

建設仮勘定 44,954 44,954

有形固定資産合計 ※1
 673,866

※1
 632,921

無形固定資産 11,844 3,142

特許権 6,387 －

ソフトウエア 5,456 3,142

電話加入権 0 0

投資その他の資産

投資有価証券 0 0

関係会社株式 363,097 363,097

出資金 100 100

長期前払費用 445 82

敷金 12,386 12,756

長期貸付金 24,000 24,000

長期未収入金 23,245 23,245

その他 72,966 74,070

貸倒引当金 △47,245 △47,245

投資その他の資産合計 448,995 450,106

固定資産合計 1,134,705 1,086,170

資産合計 2,256,568 2,115,657
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（単位：千円）

前事業年度
(平成24年５月31日)

当中間会計期間
(平成24年11月30日)

負債の部

流動負債

支払手形 119 119

買掛金 134,561 118,564

1年内返済予定の長期借入金 ※2
 4,981,231

※2
 4,977,811

1年内償還予定の社債 220,000 220,000

短期借入金 65,000 65,000

関係会社短期借入金 － 96,260

未払金 2,078,537 2,393,415

未払費用 373,990 435,180

未払消費税等 1,847 －

未払法人税等 8,157 9,234

預り金 116,099 114,329

製品保証引当金 3,216 1,774

前受金 361,312 474,951

仮受金 117,726 105,374

流動負債合計 8,461,800 9,012,016

固定負債

金利スワップ負債 6,700 5,912

繰延税金負債 9,678 9,296

資産除去債務 42,193 42,530

固定負債合計 58,572 57,739

負債合計 8,520,372 9,069,756

純資産の部

株主資本

資本金 1,077,975 1,077,975

資本剰余金

資本準備金 2,105,996 2,105,996

資本剰余金合計 2,105,996 2,105,996

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △9,447,464 △10,137,759

利益剰余金合計 △9,447,464 △10,137,759

自己株式 △311 △311

株主資本合計 △6,263,804 △6,954,098

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 － －

評価・換算差額等合計 － －

純資産合計 △6,263,804 △6,954,098

負債純資産合計 2,256,568 2,115,657
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②【中間損益計算書】
（単位：千円）

前中間会計期間
(自　平成23年６月１日
　至　平成23年11月30日)

当中間会計期間
(自　平成24年６月１日
　至　平成24年11月30日)

売上高 510,881 126,246

売上原価 371,007 161,106

売上総利益又は売上総損失（△） 139,873 △34,860

販売費及び一般管理費 ※1
 293,654

※1
 245,473

営業損失（△） △153,781 △280,333

営業外収益

受取利息 9 4

受取配当金 4 4

金利スワップ評価益 1,536 788

為替差益 1,739 －

補助金収入 6,879 6,674

受取家賃 1,980 3,996

製品保証引当金戻入 164 1,330

貸倒引当金戻入額 － 49

雑収入 205 575

営業外収益合計 12,517 13,424

営業外費用

支払利息 66,933 64,971

為替差損 － 2,906

社債利息 2,502 2,672

支払手数料 2,500 333

支払保証料 1,100 1,100

貸倒引当金繰入額 12,120 －

貸倒損失 709 －

雑支出 210 －

営業外費用合計 86,075 71,983

経常損失（△） △227,339 △338,892

特別損失

投資有価証券評価損 568 －

たな卸資産評価損 520,625 －

遅延損害金 355,259 351,306

特別損失合計 876,452 351,306

税引前中間純損失（△） △1,103,791 △690,199

法人税、住民税及び事業税 1,071 476

法人税等調整額 △612 △381

法人税等合計 459 95

中間純損失（△） △1,104,251 △690,294
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③【中間株主資本等変動計算書】
（単位：千円）

前中間会計期間
(自　平成23年６月１日
　至　平成23年11月30日)

当中間会計期間
(自　平成24年６月１日
　至　平成24年11月30日)

株主資本

資本金

当期首残高 1,072,200 1,077,975

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 1,072,200 1,077,975

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 2,100,221 2,105,996

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 2,100,221 2,105,996

資本剰余金合計

当期首残高 2,100,221 2,105,996

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 2,100,221 2,105,996

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 △7,340,353 △9,447,464

当中間期変動額

中間純損失（△） △1,104,251 △690,294

当中間期変動額合計 △1,104,251 △690,294

当中間期末残高 △8,444,604 △10,137,759

利益剰余金合計

当期首残高 △7,340,353 △9,447,464

当中間期変動額

中間純損失（△） △1,104,251 △690,294

当中間期変動額合計 △1,104,251 △690,294

当中間期末残高 △8,444,604 △10,137,759

自己株式

当期首残高 △311 △311

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 △311 △311

株主資本合計

当期首残高 △4,168,242 △6,263,804

当中間期変動額

中間純損失（△） △1,104,251 △690,294
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（単位：千円）

前中間会計期間
(自　平成23年６月１日
　至　平成23年11月30日)

当中間会計期間
(自　平成24年６月１日
　至　平成24年11月30日)

当中間期変動額合計 △1,104,251 △690,294

当中間期末残高 △5,272,493 △6,954,098

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 △40,531 －

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額
（純額）

△5,275 －

当中間期変動額合計 △5,275 －

当中間期末残高 △45,806 －

評価・換算差額等合計

当期首残高 △40,531 －

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額
（純額）

△5,275 －

当中間期変動額合計 △5,275 －

当中間期末残高 △45,806 －

純資産合計

当期首残高 △4,208,774 △6,263,804

当中間期変動額

中間純損失（△） △1,104,251 △690,294

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△5,275 －

当中間期変動額合計 △1,109,526 △690,294

当中間期末残高 △5,318,300 △6,954,098
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【継続企業の前提に関する事項】

当中間会計期間
（自　平成24年６月１日
至　平成24年11月30日）　

　当社は、５期連続して営業損失及び当期純損失を計上しており、その結果、第22期事業年度末において債務超過となり、さ

らに当事業年度においても690,294千円の中間純損失を計上した結果、当事業年度末で6,954,098千円の債務超過となって

おり、金融機関に対して4,977,811千円の借入金及び220,000千円の社債を有しております。 

　このような状況に伴い、借入金の返済につきましては、各金融機関の支援のもと、借入金の返済条件の契約変更を平成21

年8月21日に締結しましたが、平成21年12月以降に返済期限が到来した借入金の履行延滞が発生しております。また、諸経

費の支払いの一部も支払遅延が発生しております。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状

況が存在しております。　

　当社は、このような状況から脱却するため、営業、開発及び生産等全社的な効率に向けて抜本的な見直しを行い、早期に業

績の改善を図るため事業改善計画を策定し促進しておりますが、その対応策は以下のとおりです。

 　

ａ．営業施策

　　当社は、ウェーハエッジ・裏面検査装置のパイオニアとして自ら新たなマーケットを創ってまいりまし

　た。今後もシリコンウェーハメーカー及びデバイスメーカーにおける検査工程の合理化・信頼性の向上等を目指してま

いります。

　① 既存装置（ウェーハ検査・測定装置）　　

　　微細化に対応して性能アップすることで、買替需要、アップグレード改造に対応するとともに、次世代の４５０ミリ

ウェーハへの対応も行っています。また、増加しつつあるＴＳＶ（積層構造デバイス）等に対応した検査測定装置を開発

し、今後、営業展開を強化してまいります。

　このような対応が評価され、現在、主要ウェーハメーカー、デバイスメーカー等からの問い合わせも増加しつつあります。

　② 新規装置（ウェーハトリートメント装置等）

　新開発のエッジ及び裏面のウェーハトリートメント装置により、デバイスメーカーに対する歩留まり向上によるコスト

削減策を提案するとともに、ウェーハ加工装置としての営業展開を推進しています。

　③ 保守・サービス

　　既設機の付加価値向上のための提案、改造、点検を強化しております。　

　

ｂ．経営効率の改善

　　更なる経営のスリム化を目指します。経営資源の選択と集中により、管理、生産技術など各部門の機能強化・経費削減を

推進し、コスト構造の改善を進めてまいります。

 　①原価の低減

　　設計の見直し、仕入先との交渉等による材料費の低減

　 ②組織・人員の合理化

　　保守のアウトソーシング化

　 ③研究開発の効率化

　　開発案件のより短期的な回収可能性の高いものへのシフト

　

ｃ．資金繰りの改善及び財務体質の強化

　　資金繰りにつきましては、取引金融機関については、借入金の返済条件等の変更に向けて、引続き支援を要請し　

　ております。

　　また、財務面におきましても、上記事業改善計画を徹底し、営業キャッシュ・フローを好転させ、有利子負債の

　削減、財務体質の健全化を推進します。　

　

　しかしながら、借入金の返済条件等の変更については財務諸表作成日現在契約に至っておらず、また、業績の改善を実

行するうえで重要な要素となる売上高の確保は外部要因に大きく依存しているため、現時点において継続企業の前提に

関する重要な不確実性が認められます。

　なお、中間財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する不確実性の影響を中間財務諸表に

反映しておりません。　

EDINET提出書類

株式会社レイテックス(E02347)

半期報告書

52/68



【重要な会計方針】

項目
当中間会計期間

（自　平成24年６月１日
至　平成24年11月30日）

１．有価証券の評価基準及び評価方

法

(1）子会社株式

移動平均法による原価法

　 (2）その他有価証券

　　時価のないもの

　　移動平均法による原価法

２．デリバティブ等の評価基準及び

評価方法

デリバティブ

　時価法　

３．たな卸資産の評価基準及び評価

方法

(1）仕掛品

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方

法）

 (2）原材料

月次総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下

げの方法）

 (3）貯蔵品

最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法）

４．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

　　定率法を採用しております。

　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　　　　　　　　15～20年

機械装置　　　　　　６～７年

工具、器具及び備品　４～８年

 (2）無形固定資産

(イ)ソフトウェア　

 　自社利用目的のソフトウェア

社内における見込利用可能期間（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。

５．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。

６．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。
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項目
当中間会計期間

（自　平成24年６月１日
至　平成24年11月30日）

７．その他中間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。

　

【表示方法の変更】

当中間会計期間

(自　平成24年６月1日

   至　平成24年11月30日)

　該当事項はありません。
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【会計上の見積りの変更】

当中間会計期間
（自　平成24年６月１日
至　平成24年11月30日）

該当事項はありません。　
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【追加情報】

当中間会計期間
（自　平成24年６月１日
至　平成24年11月30日）

該当事項はありません。

　

　

 

　

【注記事項】

（中間貸借対照表関係）

 

※１　有形固定資産の減価償却累計額

前事業年度
（平成24年５月31日）

当中間会計期間
（平成24年11月30日）

930,332千円 971,526千円

　

※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。

　
前事業年度

（平成24年５月31日）
当中間会計期間

（平成24年11月30日）

定期預金 6,000千円 6,000千円

建物                      　462,417　                     445,990

構築物                       　12,258                      　11,429

計 　                     480,676　                     463,420

　

　担保付債務は、次のとおりであります。

　
前事業年度

（平成24年５月31日）
当中間会計期間

（平成24年11月30日）

１年内返済予定の長期借入金 4,981,231千円 4,977,811千円

　

（中間損益計算書関係）

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

　
前中間会計期間

（自 平成23年６月１日
至 平成23年11月30日）

当中間会計期間
（自 平成24年６月１日
至 平成24年11月30日）

給与手当                      64,620千円                       52,404千円

役員報酬                      38,405                       35,380

販売手数料                      37,478                        7,207

減価償却費                      35,265                       25,064

支払手数料                      25,169                       26,390

研究開発費　 　　　　　　　　　　　4,365 　　　　　　　　　　　15,117
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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23年６月１日　至　平成23年11月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首株式
数（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式 323 － － 323

合計 323 － － 323

　

当中間会計期間（自　平成24年６月１日　至　平成24年11月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首株式
数（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式 323 － － 323

合計 323 － － 323
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成23年６月１日
至　平成24年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成24年６月１日
至　平成24年11月30日）

１．ファイナンス・リース取引（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①　リース資産の内容

　　　有形固定資産

　　　　車両運搬具であります。

１．ファイナンス・リース取引（借主側）

　　該当事項はありません。　

②　リース資産の減価償却の方法

　　　重要な会計方針「４. 固定資産の減価償却の方法」

　　に記載のとおりであります。

　

　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取

引開始日が、平成20年５月31日以前の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、その内

容は次のとおりであります。

　

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び期末残高相当額

　

 
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

25,350 25,350 －

機械及び装置 11,500 11,500 －

合計 36,850 36,850 －

　

(2）未経過リース料期末残高相当額等 　

未経過リース料期末残高相当額 　

１年内 －千円

１年超 －千円

合計 －千円

　

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額

及び減損損失

　

支払リース料 3,812千円

減価償却費相当額 3,051千円

支払利息相当額 40千円

　

(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。 

　

(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。　

　

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありません。
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（有価証券関係）

　前事業年度（平成24年５月31日）

　子会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式363,097千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて

困難と認められることから、記載しておりません。

　

当中間会計期間（平成24年11月30日現在）

　子会社株式（中間貸借対照表計上額　関係会社株式363,097千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極

めて困難と認められることから、記載しておりません。

　

（資産除去債務関係）

前事業年度（平成24年5月31日）　

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

　

　当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

　

　当事業年度期首残高 41,528　千円　

　時の経過による調整額　 664　　

　当事業年度末残高 42,193　　

　

当中間会計期間（平成24年11月30日）　

資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの

　

　当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減

　

　当事業年度期首残高 42,193　千円　

　時の経過による調整額　 337　　

　当中間会計期間末残高 42,530　　
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（１株当たり情報）

　
前中間会計期間

（自　平成23年６月１日
至　平成23年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成24年６月１日
至　平成24年11月30日）

　　１株当たり中間純損失金額（△） △181.93円 △69.59円

（算定上の基礎） 　 　

中間純損失金額（千円）（△） △1,104,251 △690,294

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金額（千円）(△) △1,104,251 △690,294

普通株式の期中平均株式数（株） 6,069,527 9,919,527

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260個普通株式　

26,000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　340個　普通株式　

34,000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200個　普通株式　　　　

20,000株）　

（注）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金額であ

るため記載しておりません。

　
前事業年度

（平成24年５月31日）
当中間会計期間

（平成24年11月30日）

１株当たり純資産額 △631.46円 △701.05円

（算定上の基礎） 　 　

純資産の部の合計額（千円） △6,263,804 △6,954,098

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － －

普通株式に係る中間期末（期末）の純資産額

（千円）
△6,263,804 △6,954,098

１株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末

（期末）の普通株式の数（株）
9,919,527 9,919,527
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（重要な後発事象）

当中間会計期間
（自　平成24年６月１日
至　平成24年11月30日）

　該当事項はありません。
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（２）【その他】

　　　　　　該当事項はありません。　
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第６【提出会社の参考情報】
　当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書及びその添付書類

　事業年度（第24期）（自　平成23年６月１日　至　平成24年５月31日）平成24年８月30日関東財務局長に提出。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の中間監査報告書  

 

平成25年２月28日

株式会社レイテックス
 取締役会　御中  

 

　 　  

公認会計士

　

　公認会計士　

今若利男事務所
　
　今若　利男　　印 

 

 　  

公認会計士

　

　公認会計士

富樫憲史事務所
　
　富樫　憲史　　印 

 

私たちは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株

式会社レイテックスの平成24年6月１日から平成25年5月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成24年6月１日

から平成24年11月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括

利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。

　

中間連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務諸

表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を

作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

私たちの責任は、私たちが実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査

の基準は、私たちに中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき

中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続

の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、私たちの判断により、不正又は誤謬による中間連結財務諸

表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選

択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、私たちは、リスク

評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の作成と有用な情報の表示

に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め中間連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

私たちは、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

中間監査意見

私たちは、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準

拠して、株式会社レイテックス及び連結子会社の平成24年11月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結

会計期間(平成24年6月１日から平成24年11月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を

表示しているものと認める。

　

強調事項

１．継続企業の前提に関する事項に記載されているとおり、会社グループは5期連続して営業損失及び当期純損失を計上

しており、その結果、第22期連結会計年度末において債務超過となり、さらに当中間連結会計期間においても767,155千

円の中間純損失を計上した結果、当中間連結会計期間末において7,048,496千円の債務超過となっており、金融機関に

対して4,977,811千円の借入金及び220,000千円の社債を有している。このような状況に伴い、借入金の返済について

は、各金融機関の支援のもと、借入金の返済条件の契約変更を平成21年8月21日に締結したが、平成21年12月以降に返済

期限が到来した借入金の履行延滞が発生している。また、諸経費の支払いの一部も支払遅延が発生している。当該状況

により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重

要な不確実性が認められる。　なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注

記に記載されている。中間連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は
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中間連結財務諸表に反映されていない。

　当該事項は、私たちの意見に影響を及ぼすものではない。 

　

利害関係

会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管しております。

２．中間連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。　
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 独立監査人の中間監査報告書  

 

平成25年２月28日

株式会社レイテックス
 取締役会　御中  

 

　 　  

公認会計士

　

　公認会計士　

今若利男事務所
　
　今若　利男　　印 

　

 　  

公認会計士

　

　公認会計士

富樫憲史事務所
　
　富樫　憲史　　印 

　

私たちは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株

式会社レイテックスの平成24年6月1日から平成25年5月31日までの第25期事業年度の中間会計期間(平成24年6月1日から

平成24年11月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重

要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

　

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成

し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な

情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

私たちの責任は、私たちが実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することに

ある。私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基

準は、私たちに中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要

な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実

施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一

部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、私たちの判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要

な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適

用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、私たちは、リスク評価の実

施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内

部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積

りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

私たちは、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

中間監査意見

私たちは、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株

式会社レイテックスの平成24年11月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成24年6月1日から平

成24年11月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

　

強調事項

１．継続企業の前提に関する事項に記載されているとおり、会社は5 期連続して営業損失及び当期純損失を計上してお

り、その結果、第22期事業年度末において債務超過となり、さらに当中間会計期間においても690,294千円の中間純損失

を計上した結果、当中間会計期間末で6,954,098千円の債務超過となっており、金融機関に対して4,977,811千円の借入

金及び220,000千円の社債を有している。 このような状況に伴い、借入金の返済については、各金融機関の支援のもと、

借入金の返済条件の契約変更を平成21年8月21日に締結したが、平成21年12月以降に返済期限が到来した借入金の履行

延滞が発生している。また、諸経費の支払いの一部も支払遅延が発生している。当該状況により、継続企業の前提に重要

な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。な

お、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。中間財務諸

表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は中間財務諸表に反映されていない。

　当該事項は、私たちの意見に影響を及ぼすものではない。
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利害関係

会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管しております。

２．中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。　
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