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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 1,901 ― △88 ― △106 ― △138 ―

20年3月期第2四半期 2,704 18.1 260 ― 253 ― 249 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 △1,003.14 ―

20年3月期第2四半期 1,809.02 ―

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

21年3月期第2四半期 5,750 1,718 29.9 12,482.56
20年3月期 5,890 1,844 31.3 13,400.28

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  1,718百万円 20年3月期  1,844百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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 5,000 2.7 290 △1.9 250 △7.9 220 21.6 1,597.91

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４.その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４.その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業績の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。 
業績予想の前提となる条件等については、２ページ【定性的情報・財務諸表等】「３.連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。   

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  138,300株 20年3月期  138,300株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  620株 20年3月期  620株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  137,680株 20年3月期第2四半期  137,680株
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【定性的情報・財務諸表等】 
 
 
１． 連結経営成績に関する定性的情報 
 

当第２四半期連結累計会計期間においては、資源価格が大幅に変動する中、米国のサブプライ

ムローン問題に端を発した金融問題が世界的な信用不安へと拡大し、実体経済にも影響を及ぼし

つつあります。 

液晶を始めとするフラットパネルディスプレイ（FPD）の分野においては、世界景気の後退の

影響を受けて、一部大手メーカーにおいて生産調整が実施される等、市場環境の悪化が懸念され

ております。 

このような状況の中、当社グループは、検査機システム事業を中心に受注活動を推進し、競争

力の強化に努めてまいりましたが、当第２四半期連結累計期間には、連結売上高 1,901 百万円、

営業損失 88 百万円、経常損失 106 百万円、四半期純損失 138 百万円となりました。 

検査機システム事業では、大手フラットパネルメーカーやその他関連素材メーカー向けなどの

受注が堅調に推移しましたが、期後半に納期が集中することから、同事業の売上高は 1,554 百万

円と前年同期を下回りました。売上の減少と製品構成の変動に伴う利益率の低下から、営業利益

は 190 百万円と前年同期を下回りました。 

創造エンジニアリング事業では、３Ｄモデル検証ツールなどの新製品市場開拓に注力しました

が、同事業の売上高は 201 百万円と前年同期を下回りました。経費削減にも取り組みましたが、

開発にかかるコスト増加から営業損失は 180 百万円となりました。 

メディアネット事業では、ハイビジョン対応の新製品リアルタイムＩＰ映像伝送装置の販売が

堅調なことから、同事業の売上高は 145 百万円、営業利益は 14 百万円となりました。 
 
 
２．連結財政状態に関する定性的情報 
 

第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ、140 百万円減少しま

した。 

流動資産では、仕掛品が 289 百万円増加しましたが、売上債権の減少 503 百万円などにより、

流動資産合計は 106 百万円減少しております。固定資産では減価償却等による有形固定資産の減

少 44 百万円などにより固定資産合計が 33 百万円減少しております。 

負債は、前連結会計年度末に比べ 13 百万円減少しました。 

流動負債では仕入債務が 136 百万円増加しましたが、短期借入金の減少 379 百万円により、流

動負債合計は 289 百万円減少しております。固定負債は長期借入金の増加 276 百万円により、固

定負債合計が 275 百万円増加しております。 

純資産は、当第２四半期には、為替換算調整勘定が 12 百万円増加しましたが、四半期純損失

138 百万円の計上により、純資産合計は 126 百万円減少しました。 
 
 
３． 連結業績予想に関する定性的情報 
 

事業環境の変化は激しく、主要顧客の生産調整が見込まれる等、景況感は一層悪化している状

況にあり、先行きの不透明感が増してきておりますが、大手フラットパネルメーカーの中長期的

な設備投資意欲は依然強いものと思われます。 

このような中、受注は順調に推移しており、平成 20 年５月９日発表の業績予想を据え置くこ

とにいたします。 
 
 
４．その他 
 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 
 

該当事項はありません。 
 
(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 
 

（簡便な会計処理） 

①棚卸資産の評価方法 

棚卸資産の簿価切下に関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価格を見

積り、洗替え法により簿価切下げを行う方法によっております。 
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②原価差異の配賦方法 

予定価格等を適用しているために原価差異が生じた場合、当該原価差異の棚卸資産と売上原価

への配賦は年度決算と比較して簡便な方法によっております。 

 
③固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して、

算定する方法によっております。 

④繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一

時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した

将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

 

⑤退職給付引当金並びに退職給付費用 

期首に算定した年間の退職給付費用を期間按分した額を計上する方法によっております。 

 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

①税金費用の計算 

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、

税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

 
 
 
(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 19 年３月 14 日 企業会計

基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平

成 19 年３月 14 日 企業会計基準適用指針第 14 号）を当第１四半期連結会計期間から適用

しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成してお

ります。 
 
②「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 18 年７月５日 企業会計基

準第９号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法

（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 

  当該会計処理の変更にあたり、期首たな卸資産に含まれる変更差額（たな卸資産評価損）

28,187 千円を特別損失に計上しております。 

この結果、従来の方法によった場合と比較して、売上総利益は 28,187 千円増加し、営業損

失及び経常損失はそれぞれ 28,187 千円減少しております。なお、税金等調整前四半期純損失

に与える影響はありません。 

  

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い（企業会計基準委員

会平成 18 年５月 17 日 実務対応報告第 18 号）を当第１四半期連結会計期間から適用してお

ります。 

 これによる損益に与える影響はありません。 
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５．【四半期連結財務諸表】 
(1) 【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円） 

 
当第２四半期連結会計期間末 

（平成 20 年９月 30 日） 

前連結会計年度末にかかる 

要約連結貸借対照表 

（平成 20 年３月 31 日） 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 1,321,551 1,245,861

受取手形及び売掛金 851,169 1,355,025

有価証券 18,424 19,460

製品 3,880 4,898

原材料 377,158 399,758

仕掛品 815,779 525,932

その他 130,454 76,774

貸倒引当金 △42,688 △45,894

流動資産合計 3,475,729 3,581,817

固定資産 
有形固定資産  

  建物及び構築物（純額） 615,578 633,079

  土地 1,117,578 1,117,578

  その他（純額） 194,654 221,922

有形固定資産合計 1,927,811 1,972,579

無形固定資産 

  ソフトウエア 278,176 266,539

  その他 2,285 2,285

無形固定資産合計 280,462 268,824

投資その他の資産 

 その他 85,481 66,917

 貸倒引当金 △19,425 ―

投資その他の資産合計 66,056 66,917

固定資産合計 2,274,330 2,308,322

 資産合計 5,750,059 5,890,139

負債の部   
 流動負債 
支払手形及び買掛金 943,042 806,083

短期借入金 2,207,000 2,586,000

未払法人税等 11,075 12,671

その他 346,315 392,199

流動負債合計 3,507,432 3,796,955

 固定負債 
長期借入金 477,000 201,000

退職給付引当金 39,199 38,316

その他 7,829 8,916

固定負債合計 524,029 248,233

負債合計 4,031,461 4,045,188

純資産の部   

 株主資本   

資本金 1,951,750 1,951,750

利益剰余金 △161,622 △23,509

自己株式 △81,658 △81,658

株主資本合計 1,708,469 1,846,582

 評価・換算差額等  
その他有価証券評価差額金 △458 726

為替換算調整勘定 10,587 △2,357

評価・換算差額等合計 10,129 △1,631

純資産合計 1,718,598 1,844,950

負債純資産合計 5,750,059 5,890,139
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(2) 【四半期連結損益計算書】 

【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円） 

 
当第２四半期連結累計期間 

(自 平成 20 年４月 １日 

  至 平成 20 年９月 30 日) 

売上高 1,901,816

売上原価 1,339,065

売上総利益 562,751

販売費及び一般管理費 651,399

営業損失（△） △88,647

営業外収益 

受取利息 281

受取配当金 284

受取賃貸料 5,142

為替差益 518

その他 196

営業外収益合計 6,424

営業外費用 

支払利息 24,467

営業外費用合計 24,467

経常損失（△） △106,691

特別損失 

  固定資産除却損 234

  たな卸資産評価損 28,187

特別損失合計 28,421

税金等調整前四半期純損失（△） △135,112

法人税、住民税及び事業税 3,000

四半期純損失（△） △138,112
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 (3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円） 

 
当第２四半期連結累計期間 

（自 平成 20 年４月 １日 

至 平成 20 年９月 30 日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前四半期純損失（△） △135,112

減価償却費 174,862

貸倒引当金の増減額（△は減少） 15,832

退職給付引当金の増減額（△は減少） 882

受取利息及び受取配当金 △566

支払利息 24,467

為替差損益（△は益） 103

有形固定資産除却損 234

売上債権の増減額（△は増加） 479,624

たな卸資産の増減額（△は増加） △263,245

仕入債務の増減額（△は減少） 138,812

未払消費税等の増減額（△は減少） △27,715

その他 △57,975

小  計 350,204

利息及び配当金の受取額 566

利息の支払額 △24,418

法人税等の支払額 △5,781

営業活動によるキャッシュ・フロー 320,571

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 △128

投資有価証券の取得による支出 △1,205

有形固定資産の取得による支出 △9,498

無形固定資産の取得による支出 △909

販売目的ソフトウェアの製作による支出 △126,956

その他 230

投資活動によるキャッシュ・フロー △138,466

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（△は減少） △250,000

長期借入れによる収入 400,000

長期借入金の返済による支出 △253,000

その他 △857

財務活動によるキャッシュ・フロー △103,857

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,722

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 74,525

現金及び現金同等物の期首残高 1,182,920

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,257,445
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12 号）及び「四半期財務諸

表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 14 号）を適用しております。また、「四半期

連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

(4) 継続企業の前提に関する注記 

 

  当第２四半期連結会計期間（自 平成 20 年７月１日 至 平成 20 年９月 30 日） 

   該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

 
検査機システム

事業 
（千円） 

創造エンジニアリング
事業 

（千円） 

メディアネット
事業 

(千円） 
計（千円）

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円）

売上高   

外部顧客に対する売上高 1,554,687 201,962 145,166 1,901,816 ― 1,901,816

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― ― ― ― ―

計 1,554,687 201,962 145,166 1,901,816 ― 1,901,816

 営業利益 
 又は営業損失(△) 

190,243 △180,531 14,926 24,638 (113,286) △88,647

(注) 1. 事業区分は、製品の種類別区分によっております。 

   2. 各区分に属する主要な製品 

     検査機システム事業…………………………画像処理外観検査装置、ライン観察･監視･管理システム 

      創造エンジニアリング事業…………………2D/3D対応CAD/CAM、3D計測モデラー、高速3D出力システム 

     メディアネット事業…………………………遠隔監視･映像配信システム、映像ネットワーク配信システム 

3. 会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」②に記載のとおり、当

第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年

７月５日 企業会計基準第９号）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に

比べて、検査機システム事業で26,952千円、メディアネット事業で1,235千円営業利益が増加してお

ります。 

 

【所在地別セグメント情報】 

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間において、本邦の売上高は全セグメントの売上高の合計および全セグメン

トの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 
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【海外売上高】 

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

 アジア その他 計 

海外売上高（千円） 1,408,330 159,009 1,567,340

連結売上高（千円） ― ― 1,901,816

連結売上高に占める海外 

売上高の割合(％) 
74.1 8.4 82.4

(注) 1. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

   2. 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

      アジア……台湾、韓国、中国 

      その他……北米、ヨーロッパ 

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。 

 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

   当第２四半期連結累計期間（自 平成 20 年４月１日 至 平成 20 年９月 30 日） 

    該当事項はありません。 
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「参考資料」 

前年同期に係る財務諸表等 

（１）前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 19 年４月 １日 

至 平成 19 年９月 30 日) 科  目 

金  額 

Ⅰ 売上高 2,704,632

Ⅱ 売上原価 1,737,497

売上総利益 967,135

Ⅲ 販売費及び一般管理費 706,741

営業利益 260,393

Ⅳ 営業外収益 13,326

1.受取利息 3,597

2.受取配当金 511

3.受取賃貸料 5,158

4.受取修繕費 2,704

5.その他 1,354

Ⅴ 営業外費用 19,969

1.支払利息 18,292

2.為替差損 1,676

経常利益 253,750

Ⅵ 特別損失 132

1.固定資産除却損 132

税金等調整前中間純利益 253,618

法人税、住民税及び事業税 4,552

中間純利益 249,065
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（２）前中間連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

 
前中間連結累計期間 

（自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 19 年９月 30 日） 

区  分 金  額 
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  
1.税金等調整前中間純利益 253,618 

2.減価償却費 99,463 

3.貸倒引当金の減少額 △7,501 

4.退職給付引当金の増加額 13,556 

5.受取利息及び受取配当金 △4,109 

6.支払利息 18,292 

7.為替差益 △2,363 

8.有形固定資産除却損 132 

9.売上債権の減少額 483,779 

10.たな卸資産の減少額 318,055 

11.仕入債務の減少額 △681,607 

12.未払消費税等の増加額 1,130 

13.前受金の増加額 59,918 

14.前払費用の増加額 △52,676 

15.その他 △56,513 

小  計 443,174 

16.利息及び配当金の受取額 4,109 

17.利息の支払額 △22,030 

18.法人税等の支払額 △7,853 

営業活動によるキャッシュ・フロー 417,399 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

1.定期預金の預入による支出 △79 

2.投資有価証券の償還による収入 50,000 

3.有形固定資産の取得による支出 △17,531 

4.販売目的ソフトウェアの製作による支出 △140,820 

5.その他 389 

投資活動によるキャッシュ・フロー △108,042 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

1.短期借入金の純増加額 100,000 

2.長期借入金の借入による収入 200,000 

3.長期借入金の返済による支出 △593,000 

4.配当金の支払額 △132 

財務活動によるキャッシュ・フロー △293,132 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額     2,363 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 18,587 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,130,071 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 1,148,659 
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（３）セグメント情報 

【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 19 年４月１日 至 平成 19 年９月 30 日) 
     (単位：千円)

 
検査機 
システム 
事業 

創造エンジ
ニアリング

事業 

メディア 
ネット 
事業 

計 
消去 

又は全社 
連結 

売上高   

（1） 
外部顧客に 
対する売上高 

2,402,957 231,025 70,649 2,704,632 ― 2,704,632

（2） 
セグメント間の内部
売上高又は振替高 

― ― ― ― ― ―

計 2,402,957 231,025 70,649 2,704,632 ― 2,704,632

営業費用 1,804,463 312,400 213,970 2,330,834 113,404 2,444,238

営業利益 
又は営業損失(△) 

598,494 △81,374 △143,321 373,797 (113,404) 260,393

(注) 1. 事業区分は、製品の種類別区分によっております。 

   2. 各区分に属する主要な製品 

     検査機システム事業…………………………画像処理外観検査装置、ライン観察･監視･管理システム 

      創造エンジニアリング事業…………………2D/3D対応CAD/CAM、3D計測モデラー、高速3D出力システム 

     メディアネット事業…………………………遠隔監視･映像配信システム、映像ネットワーク配信シス

テム 

   3. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は113,404千円であり、その主なもの

は、親会社本社の管理部門に係る費用であります。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

当中間連結会計期間において、本邦の売上高は全セグメントの売上高の合計額に占める割合が90％

を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

 

前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

(単位：千円)

 アジア その他 計 

海外売上高 1,968,651 180,323 2,148,974

連結売上高 ― ― 2,704,632

連結売上高に占める海外 

売上高の割合(％) 
72.8 6.7 79.5

(注) 1. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

   2. 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

      アジア……台湾、韓国、中国 

      その他……北米、ヨーロッパ 

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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６．その他の情報 

生産、受注及び販売の状況 

（1）生産実績 

当第２四半期連結累計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであり

ます。 

事業の種類別セグメントの名称 生産高（千円） 

検 査 機 シ ス テ ム 事 業 1,720,478 

創 造 エ ン ジ ニ ア リ ン グ 事 業 200,944 

メ デ ィ ア ネ ッ ト 事 業 305,774 

合 計 2,227,197 

(注)  1.金額は、販売価額によっております。 

2.金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

（2）受注実績                             

当第２四半期連結累計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであり

ます。 

事業の種類別セグメントの名称 受注高（千円） 受注残高（千円） 

検 査 機 シ ス テ ム 事 業 2,078,487 2,636,700

合 計 2,078,487 2,636,700

(注)  1.金額は、販売価額によっております。 

2.金額には、消費税等は含まれておりません。 

3.創造エンジニアリング事業およびメディアネット事業の一部につきましては、見込生産を行っているため受注

実績はありません。 

 

（3）販売実績 
当第２四半期連結累計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま
す。 

事業の種類別セグメントの名称 販売高（千円） 

検 査 機 シ ス テ ム 事 業 1,554,687 

創 造 エ ン ジ ニ ア リ ン グ 事 業 201,962 

メ デ ィ ア ネ ッ ト 事 業 145,166 

合 計 1,901,816 
 

(注)  1.主な相手先別の販売実績およ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。 
 

当第２四半期連結累計期間 
相 手 先 

販売高（千円） 割合（％） 

株 式 会 社 ウ ィ ン テ ッ ク 743,801 39.1

日 本 サ ム ス ン 株 式 会 社 556,500 29.3

2.上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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