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 （訂正・数値データ訂正あり）

 「平成19年６月期　決算短信（非連結）」の訂正に関するお知らせ

当社が、平成19年８月17日付で発表いたしました「平成19年６月期　決算短信（非連結）」について訂正がありました

ので、下記のとおりお知らせいたします。

訂正箇所には下線を付して表示しております。なお、数値データにも誤りがありましたので、訂正後の数値データを添

付します。

 記

 １．訂正の理由

今回の訂正は、平成19年６月期「キャッシュ・フロー計算書」における“営業活動によるキャッシュ・フロー”と

“投資活動によるキャッシュ・フロー”に計算ミスがあったこと、「ストックオプション等関係」の一部記載ミスが

あったこと、「税効果会計関係」の記載に一部不備があったこと、および「重要な後発事象」に不要な記載があったこ

とによる訂正です。

「キャッシュ・フロー計算書」における計算ミスは、“営業活動によるキャッシュ・フロー”の“法人税等の支払

額”の計算に際して、外形標準課税の支払分の除外を過剰に計算していたこと、また“投資活動によるキャッシュ・フ

ロー”の“その他”の計算に際して、非キャッシュ取引である『時価のある投資有価証券評価損』および『投資その他

の資産に関する前期損益修正益』についての調整を誤ってしまっていたことから、これらを訂正し、併せてこれらの計

算間違い分を算入していた“営業キャッシュ・フロー”の“その他”を訂正したものです。

「ストックオプション等関係」では、平成15年6月期分のストックオプションの記載の中で『対象勤務期間』の記載

が原契約書の条項と相違があることが発見されたことに基づく訂正です。

「税効果会計関係」は、平成19年6月期の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率に５％超の差異があ

るにも拘わらず注記の掲載が漏れていたものを追記したものです。

「重要な後発事象」は、株式会社藤森技術研究所からの事業譲受の取引に関して、平成19年6月26日付で事業譲渡契

約を締結していたことから後発事象には該当せず、不要な記載をしていたことから削除したものです。

 ２．訂正が生じた背景と今後の対策

今回の訂正は、いずれも開示資料作成に当っての最終チェックが不十分だったことが背景にあり、今後はこれまでの

チェック体制を更に強化し、作成担当ラインによるチェックのみならず、コンプライアンス担当によるダブルチェック

を行うことで再発防止に努める方針です。

 ３．今期決算への影響

今回の訂正は前期決算ならびにその開示内容に関する訂正であり、平成20年６月期の業績には影響はありません。
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１．平成19年６月期の業績（平成18年７月１日～平成19年６月30日）

(3）キャッシュ・フローの状況

 （百万円未満切捨て）

 【訂正前】

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６月期 △967 △1,413 2,466 696

18年６月期 △859 △681 1,885 611

 【訂正後】

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６月期 △943 △1,438 2,466 696

18年６月期 △859 △681 1,885 611

１．経営成績
(2）財政状態に関する分析

　【訂正前】

②キャッシュ・フローの状況

　当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、法人税等の支払や有形固定資産、投資有価

証券の取得による支出があったものの、棚卸資産評価損の計上および税引前当期純利益を1,223百万円（前年同期比

76.3％増）計上したこと等により、前事業年度に比べ84百万円増加（同13.9％増）し、当事業年度末には696百万円と

なりました。

（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967百万円（同12.6％増）となりました。

  これは主に税引前当期純利益1,223百万円の計上、減価償却費204百万円の計上、棚卸資産評価損204百万円の計上、

仕入債務の増加による収入295百万円があったものの、たな卸資産の増加による支出1,879百万円、売上債権の増加に

よる支出248百万円、前受金の減少による支出160百万円により、全体では支出となったものです。

（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1,413百万円（同107.5％増）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1,504百万円、投資有価証券の取得による支出186百万円によるものであ

ります。

　【訂正後】

②キャッシュ・フローの状況

　当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、法人税等の支払や有形固定資産、投資有価

証券の取得による支出があったものの、棚卸資産評価損の計上および税引前当期純利益を1,223百万円（前年同期比

76.3％増）計上したこと等により、前事業年度に比べ84百万円増加（同13.9％増）し、当事業年度末には696百万円と

なりました。

（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943百万円（同9.7％増）となりました。

  これは主に税引前当期純利益1,223百万円の計上、減価償却費204百万円の計上、棚卸資産評価損204百万円の計上、

仕入債務の増加による収入295百万円があったものの、たな卸資産の増加による支出1,879百万円、売上債権の増加に

よる支出248百万円、前受金の減少による支出160百万円により、全体では支出となったものです。

（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1,438百万円（同111.1％増）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1,504百万円、投資有価証券の取得による支出186百万円によるものであ

ります。
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４．財務諸表
 (4)キャッシュ・フロー計算書

　【訂正前】

  
前事業年度

（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

当事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税引前当期純利益  694,202 1,223,761 529,559

減価償却費  141,164 204,402 63,237

新株発行費  17,475 － △17,475

役員退職慰労引当金の増
減額（減少：△）

 6,684 6,609 △74

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

 2,700 6,075 3,375

受取利息及び受取配当金  △8 △26 △18

支払利息  2,854 17,039 14,184

為替差損益
（差益：△）

 289 △96 △385

前期損益修正益  － △10,517 △10,517

助成金収入  － △259,156 △259,156

投資有価証券評価損  － 31,001 31,001

棚卸資産評価損  － 204,928 204,928

固定資産評価損  － 20,800 20,800

売上債権の増減額
（増加：△）

 △685,380 △248,617 436,763

たな卸資産の増減額
（増加：△）

 △1,832,789 △1,879,434 △46,645

未収消費税等の増減額
（増加：△）

 △52,152 12,196 64,349

仕入債務の増減額
（減少：△）

 769,397 295,700 △473,696

前受金の増減額
（減少：△）

 229,416 △160,840 △390,256

未払消費税等の増減額
（減少：△）

 △7,128 － 7,128

未払金の増減額
（減少：△）

 8,067 839 △7,227

未払費用の増減額
（減少：△）

 8,230 36,932 28,702

預り金の増減額
（減少：△）

 △11,056 10,416 21,472

その他  △26,503 △146,111 △119,608

小計  △734,534 △634,094 100,439
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前事業年度

（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

当事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

利息及び配当金の受取額  8 26 18

利息の支払額  △2,758 △16,987 △14,229

法人税等の支払額  △122,539 △316,757 △194,217

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △859,824 △967,813 △107,988

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

 △2 △7 △4

定期預金の払戻による収
入

 10,000 － △10,000

投資有価証券の取得によ
る支出

 △60,000 △186,000 △126,000

有形固定資産の取得によ
る支出

 △617,656 △1,504,921 △887,264

無形固定資産の取得によ
る支出

 △11,189 △43,685 △32,496

助成金による収入  － 303,642 303,642

その他  △2,324 17,252 19,576

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △681,172 △1,413,719 △732,546

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 
 

   

短期借入金の純増減額  △60,000 2,150,000 2,210,000

長期借入金の借入れによ
る収入

 50,000 400,000 350,000

長期借入金の返済による
支出

 △103,620 △101,942 1,678

株式の発行による収入  1,999,574 18,250 △1,981,324

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,885,954 2,466,308 580,353

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 △289 96 385

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額

 344,667 84,871 △259,795

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 267,252 611,920 344,667

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

※ 611,920 696,791 84,871
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　【訂正後】

  
前事業年度

（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

当事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税引前当期純利益  694,202 1,223,761 529,559

減価償却費  141,164 204,402 63,237

新株発行費  17,475 － △17,475

役員退職慰労引当金の増
減額（減少：△）

 6,684 6,609 △74

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

 2,700 6,075 3,375

受取利息及び受取配当金  △8 △26 △18

支払利息  2,854 17,039 14,184

為替差損益
（差益：△）

 289 △96 △385

前期損益修正益  － △10,517 △10,517

助成金収入  － △259,156 △259,156

投資有価証券評価損  － 31,001 31,001

棚卸資産評価損  － 204,928 204,928

固定資産評価損  － 20,800 20,800

売上債権の増減額
（増加：△）

 △685,380 △248,617 436,763

たな卸資産の増減額
（増加：△）

 △1,832,789 △1,879,434 △46,645

未収消費税等の増減額
（増加：△）

 △52,152 12,196 64,349

仕入債務の増減額
（減少：△）

 769,397 295,700 △473,696

前受金の増減額
（減少：△）

 229,416 △160,840 △390,256

未払消費税等の増減額
（減少：△）

 △7,128 － 7,128

未払金の増減額
（減少：△）

 8,067 839 △7,227

未払費用の増減額
（減少：△）

 8,230 36,932 28,702

預り金の増減額
（減少：△）

 △11,056 10,416 21,472

その他  △26,503 △113,711 △87,208

小計  △734,534 △601,693 132,840
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前事業年度

（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

当事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

利息及び配当金の受取額  8 26 18

利息の支払額  △2,758 △16,987 △14,229

法人税等の支払額  △122,539 △324,641 △202,101

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △859,824 △943,296 △83,471

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

 △2 △7 △4

定期預金の払戻による収
入

 10,000 － △10,000

投資有価証券の取得によ
る支出

 △60,000 △186,000 △126,000

有形固定資産の取得によ
る支出

 △617,656 △1,504,921 △887,264

無形固定資産の取得によ
る支出

 △11,189 △43,685 △32,496

助成金による収入  － 303,642 303,642

その他  △2,324 △7,264 △4,940

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △681,172 △1,438,236 △757,063

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 
 

   

短期借入金の純増減額  △60,000 2,150,000 2,210,000

長期借入金の借入れによ
る収入

 50,000 400,000 350,000

長期借入金の返済による
支出

 △103,620 △101,942 1,678

株式の発行による収入  1,999,574 18,250 △1,981,324

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,885,954 2,466,308 580,353

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 △289 96 385

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額

 344,667 84,871 △259,795

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 267,252 611,920 344,667

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

※ 611,920 696,791 84,871
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  注記事項

  （ストック・オプション等関係）

　　前事業年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

　　１． ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

　　  (1)ストック・オプションの内容

　【訂正前】

 平成15年６月期 平成18年６月期 

 付与対象者の区分及び数（注）１

　当社取締役　　　　４名 

　当社従業員　　　　27名

　当社取引先取締役　１名

　関係会社の取締役　３名

　当社取締役　　　２名 

　当社従業員　　　１名

 

 

 ストック・オプション数（注）２、３ 　普通株式　304株 　普通株式　180株

 付与日 　平成15年４月28日 　平成17年８月30日 

 権利確定条件

  付与日以降、権利行使日まで継続し

て、会社および会社の関係会社の取

締役、監査役、顧問または従業員で

あること。

 付与日以降、権利行使日まで継続

して、会社および会社の関係会社

の取締役、監査役、顧問または従

業員であること。

 対象勤務期間
  平成15年４月28日から

平成17年６月30日まで

  平成17年８月30日から

平成20年１月６日まで

 権利行使期間
  平成17年７月１日から

  平成22年６月30日まで

  平成20年１月７日から

  平成25年６月30日まで

(注)１　平成15年６月期ストック・オプションにおいては付与対象者の退職等により、付与対象者の人数は当社取締役２

名、当社従業員17名となっており、平成18年６月期ストック・オプションにおいては、付与対象取締役の退任に

より、付与対象者の人数は、当社取締役１名、当社従業員２名となっております。

    ２　付与日時点の株式数に換算して記載しております。

 　 ３　当社は平成15年６月21日をもって１株を２株に、平成17年８月27日をもって１株を２株に、平成18年７月１日を

もって１株を２株にそれぞれ株式分割しておりますが、付与日時点の株式数に換算して記載しております。

　【訂正後】

 平成15年６月期 平成18年６月期 

 付与対象者の区分及び数（注）１

　当社取締役　　　　４名 

　当社従業員　　　　27名

　当社取引先取締役　１名

　関係会社の取締役　３名

　当社取締役　　　２名 

　当社従業員　　　１名

 

 

 ストック・オプション数（注）２、３ 　普通株式　304株 　普通株式　180株

 付与日 　平成15年４月28日 　平成17年８月30日 

 権利確定条件

  付与日以降、権利行使日まで継続し

て、会社および会社の関係会社の取

締役、監査役、顧問または従業員で

あること。

 付与日以降、権利行使日まで継続

して、会社および会社の関係会社

の取締役、監査役、顧問または従

業員であること。

 対象勤務期間
  平成15年４月28日から

権利行使日まで

  平成17年８月30日から

権利行使日まで

 権利行使期間
  平成17年７月１日から

  平成22年６月30日まで

  平成20年１月７日から

  平成25年６月30日まで

(注)１　平成15年６月期ストック・オプションにおいては付与対象者の退職等により、付与対象者の人数は当社取締役２

名、当社従業員17名となっており、平成18年６月期ストック・オプションにおいては、付与対象取締役の退任に

より、付与対象者の人数は、当社取締役１名、当社従業員２名となっております。

    ２　付与日時点の株式数に換算して記載しております。

 　 ３　当社は平成15年６月21日をもって１株を２株に、平成17年８月27日をもって１株を２株に、平成18年７月１日を

もって１株を２株にそれぞれ株式分割しておりますが、付与日時点の株式数に換算して記載しております。
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  （税効果会計関係）

　【訂正前】

前事業年度
（平成18年６月30日）

当事業年度
（平成19年６月30日）

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

　　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下である

ため、注記を省略しております。

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下である

ため、注記を省略しております。

  

　【訂正後】

前事業年度
（平成18年６月30日）

当事業年度
（平成19年６月30日）

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

　　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下である

ため、注記を省略しております。

（％）

法定実効税率 40.44

（調整）  

交際費等永久に損金に参入されない項目 0.36

住民税均等割等 0.35

試験研究費の特別控除 △3.81

軽減税率適用差額 △2.02

過年度法人税等 0.28

その他 0.62

税効果会計適用後の法人税率等の負担率 36.22
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　（重要な後発事象）

　【訂正前】

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

当事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

 ２．当社は、平成18年８月25日開催の取締役会において、

松本市新松本臨空産業団地分譲企業選考委員会の審査

による承認を得ることを前提に、下記のとおり固定資

産の取得の計画を決議いたしました。

土地及び建物：

　　　所 在 地：松本市大字神林字小坂道7107番地35

　　　敷地面積：8,038.95㎡

      建物構造：鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

      延床面積：2,628.80㎡

      現　　況：新松本臨空産業団地内の工場

      取得価額：約315百万円

　　  取得予定日：平成18年10月中　

 

 

 ３．　　　　　　　　　　－

２．平成19年６月26日開催の取締役会の決議に基づき、

平成19年７月２日をもって、以下のとおり株式会社藤

森技術研究所より事業の一部を譲り受けております。

①　事業譲受の内容　

　ＮＶＤ※事業に関連する知的財産権を含む技術・

ノウハウ・製品・部材在庫・関連設備および顧客基

盤等を譲受けの対象としております。

※ＮＶＤ　Nano Vapor Deposition　微細な粒子から

できた液体をスプレー状に塗布することで薄膜を形

成する技術

②　譲受価額および決済方法

　決済方法は現金により、譲受日の平成19年７月２

日にその一部を、残金は譲渡手続き完了日に決済す

る予定であります。なお、譲受価額は調整される可

能性があるため、現時点では確定しておりません。

 

３．平成18年９月28日開催の第11回定時株主総会の決議

に基づき、平成19年８月17日開催の取締役会において、

以下のとおり新株予約権（ストック・オプション）の

付与内容を確定しております。

  ①　新株予約権の発行日

平成19年８月18日

　②　新株予約権の割当対象者および割当数

　　取締役：５名　100個

　　執行役員および従業員：８名　100個

③　新株予約権の目的たる株式の種類および数

　　当社普通株式　400株

　　（各新株予約権１個当たりの株式数は、平成19年

　　７月１日実施の株式分割により、第11回定時株主

　　総会における承認可決時の１株から２株に変更さ

　　れております。）

④　新株予約権の行使期間

　　平成21年８月18日から平成24年８月17日まで

⑤　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　１株につき352,000円

⑥　新株予約権の行使により発行する株式の発行価額

　　の総額

　　140,800,000円

⑦　新株予約権の行使により新株を発行する場合の発

　　行価額のうち資本に組入れない額

　　70,400,000円（１株当たり176,000円）

⑧　新株予約権の行使の条件

　 (1)新株予約権者は、権利行使時において当社また

　　　は当社子会社の取締役、執行役、監査役、執行

　　　役員、顧問もしくは従業員の地位を有している

　　　ことを要する。ただし、任期満了による退任、

　　　定年退職その他取締役会が正当な理由があると

　　　認めた場合については、この限りでない。
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前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

当事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

　　 (2)新株予約権の分割行使はできないものとする。

　　　（新株予約権１個を最低単位とする。）。

　 (3)新株予約権の相続は、認めない。

　 (4)新株予約権の質入、その他一切の処分は、認め

　　　ない。

　 (5)その他の行使の条件は、取締役会決議に基づ

　　　き、当社と新株予約権者との間で締結する新株

　　　予約権割当契約に定める。

 

　【訂正後】

前事業年度
（自　平成17年７月１日

至　平成18年６月30日）

当事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

 

 ２．当社は、平成18年８月25日開催の取締役会において、

松本市新松本臨空産業団地分譲企業選考委員会の審査

による承認を得ることを前提に、下記のとおり固定資

産の取得の計画を決議いたしました。

土地及び建物：

　　　所 在 地：松本市大字神林字小坂道7107番地35

　　　敷地面積：8,038.95㎡

      建物構造：鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

      延床面積：2,628.80㎡

      現　　況：新松本臨空産業団地内の工場

      取得価額：約315百万円

　　  取得予定日：平成18年10月中　

 

削除

削除

２．平成18年９月28日開催の第11回定時株主総会の決議に

基づき、平成19年８月17日開催の取締役会において、以

下のとおり新株予約権（ストック・オプション）の付与

内容を確定しております。

 ①　新株予約権の発行日

平成19年８月17日

　②　新株予約権の割当対象者および割当数

　　取締役：５名　100個

　　執行役員および従業員：８名　100個

③　新株予約権の目的たる株式の種類および数

　　当社普通株式　400株

　　（各新株予約権１個当たりの株式数は、平成19年

　　７月１日実施の株式分割により、第11回定時株主

　　総会における承認可決時の１株から２株に変更さ

　　れております。）

④　新株予約権の行使期間

　　平成21年８月18日から平成24年８月17日まで

⑤　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　１株につき352,000円

⑥　新株予約権の行使により発行する株式の発行価額

　　の総額

　　140,800,000円

⑦　新株予約権の行使により新株を発行する場合の発

　　行価額のうち資本に組入れない額

　　70,400,000円（１株当たり176,000円）

⑧　新株予約権の行使の条件

　 (1)新株予約権者は、権利行使時において当社また

　　　は当社子会社の取締役、執行役、監査役、執行

　　　役員、顧問もしくは従業員の地位を有している

　　　ことを要する。ただし、任期満了による退任、

　　　定年退職その他取締役会が正当な理由があると

　　　認めた場合については、この限りでない。

　 (2)新株予約権の分割行使はできないものとする。

　　　（新株予約権１個を最低単位とする。）。

　 (3)新株予約権の相続は、認めない。
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前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

当事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

　　 (4)新株予約権の質入、その他一切の処分は、認め

　　　ない。

　 (5)その他の行使の条件は、取締役会決議に基づ

　　　き、当社と新株予約権者との間で締結する新株

　　　予約権割当契約に定める。

 

５．その他
（2）生産、受注及び販売の状況

 　②受注実績

　【訂正前】

　　 当事業年度における生産実績を事業区分別に示すと、次のとおりであります。

事業区分
受注高

（千円）

前年同期比

（％）

受注残高

（千円）

前年同期比

（％）

３Ｄアプリケーション事業 4,517,152 117.0 2,225,356 171.5

ファンクションアナライズ事業 4,692,110 167.2 2,584,587 229.2

カスタマイズ事業 3,644,751 188.5 1,757,175 177.2

合計 12,854,014 149.5 6,567,118 192.2

   （注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

 　　　　２．上記の金額は内示に基づき算定しております。

　【訂正後】

　　 当事業年度における生産実績を事業区分別に示すと、次のとおりであります。

事業区分
受注高

（千円）

前年同期比

（％）

受注残高

（千円）

前年同期比

（％）

３Ｄアプリケーション事業 4,517,152 117.0 2,225,352 171.5

ファンクションアナライズ事業 4,692,110 167.2 2,584,583 229.2

カスタマイズ事業 3,644,751 188.5 1,757,172 177.2

合計 12,854,014 149.5 6,567,108 192.2

   （注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

 　　　　２．上記の金額は内示に基づき算定しております。
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