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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 5,322 △19.9 △418 ― △460 ― △251 ―
21年3月期第1四半期 6,641 ― 50 ― 205 ― 89 ―

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

22年3月期第1四半期 △3,782.03 ―
21年3月期第1四半期 1,282.29 ―

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

22年3月期第1四半期 22,318 6,793 30.4 101,781.96
21年3月期 24,103 7,039 29.2 105,533.60

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  6,779百万円 21年3月期  7,029百万円

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

21年3月期 ― 700.00 ― 700.00 1,400.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
700.00 ― 700.00 1,400.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

11,935 △9.9 △535 ― △604 ― △353 ― △5,299.43

通期 26,105 7.0 201 537.4 67 ― 39 ― 585.49



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  無  

(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） 

(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 
 本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につい
ては、５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 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 69,600株 21年3月期  69,600株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  2,989株 21年3月期  2,989株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 66,611株 21年3月期第1四半期 69,600株



 当第１四半期連結累計期間における世界経済は、様々な景気刺激策の効果によって急激に落ち込む状態を脱し、や

や落ち着きを取り戻して底打ちの兆候が見られ始めたものの、依然として雇用情勢、企業業績は在庫圧縮や生産調整

の影響による低迷が継続しており、景気回復を実感するまでには至れない状況が続きました。 

 このような状況の中、当社グループは“転換する”をスローガンに掲げ、お客様のオンデマンド・ビジネスをサポ

ートするための施策を積極的に展開いたしました。 

 具体的施策としましては、平成21年５月にIP市場向けに発売したJFX-1631等の新製品によって製品ラインナップの

充実を図るとともに、既存製品については市場動向に合わせた販売に努めました。 

 その結果、当第１四半期連結累計期間における各科目別の経営成績及びその分析は次のとおりであります。  

（１）売上高 

 売上高においては、前年同期比で、対米ドル、対ユーロともに顕著な円高となった為替変動の影響を大きく受けま

した。そのような中でも、主力製品のJV33シリーズ等を中心に、高画質・エントリーモデルの製品本体については落

ち込みは少なく、引き続き底堅く売上に寄与しました。しかしながら、高速機種等の高価格帯製品本体やインク等消

耗品が引き続き伸び悩みました。その結果、売上高は53億22百万円（前年同期比19.9％減）となりました。 

（２）売上原価、販売費及び一般管理費、営業利益 

 売上総利益率については、前述の前年同期比での為替変動の影響による大きな悪化要因があったものの、海外子会

社在庫に対する未実現利益が減少したこと等により40.7％（同0.1ポイント悪化）となりました。また、販売費及び

一般管理費は、研究開発費、支払手数料等が減少し、25億82百万円（同2.8％減）となりましたが、売上高に対する

比率は前年同期より高くなったため、営業損失は４億18百万円（前年同期は営業利益50百万円）となりました。 

（３）営業外損益、経常利益 

 前年同期に計上されていた為替差益が為替差損に転じたこと等から、営業外収益は９百万円（同94.9％減）、営業

外費用は52百万円（同32.6％増）となりました。その結果、経常損失は４億60百万円（前年同期は経常利益２億５百

万円）となりました。 

（４）特別損益、四半期純利益 

 特別利益は、固定資産売却益の増加等により６百万円（同45.1％増）、特別損失は、前期の過年度製品保証引当金

繰入計上が不要となったこと等により12百万円（同72.4％減）となりました。その結果、四半期純損失２億51百万円

（前年同期は四半期純利益89百万円）となりました。 

  

 当社グループはコンピュータ周辺機器事業の単一セグメントであります。当第１四半期連結累計期間における機種

群別の売上は次のとおりであります。 

 ［機種群別売上高］ 

 ［品目別売上高］ 

  

（SG市場向け） 

 既存製品を中心に拡販に努め、JV33シリーズ等の高画質・エントリーモデルの製品本体は底堅く推移いたしました

が、高速・高価格の上位機種本体、カッティングプロッタ本体やインク等消耗品の売上については低調に推移いたし

ました。その結果、売上高は39億１百万円（前年同期比21.2％減）となりました。 

（IP市場向け） 

 既存製品に、平成21年５月から発売を開始したUV-LED方式と高精度リニアスケール（注）を搭載した高速・高画質

の大型フラットベッドタイプのインクジェットプリンタJFX-1631を加えた製品ラインナップによって拡販に努めまし

たが、当第１四半期連結累計期間内での新製品の売上高への貢献が限定的であったことや、引き続き高価格帯製品の

売上が伸び悩んだこと等により、インクジェットプリンタ、カッティングプロッタともに低調に推移いたしました。

その結果、売上高は７億74百万円（同17.7％減）となりました。 

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

  売上高（百万円） 構成比率（％） 対前年同期増減率（％） 

Ｓ Ｇ 市 場 向 け  3,901  73.3  △21.2

Ｉ Ｐ 市 場 向 け  774  14.6  △17.7

Ｔ Ａ 市 場 向 け  255  4.8  △17.1

そ の 他  390  7.3  △10.7

合 計  5,322  100.0  △19.9

  売上高（百万円） 構成比率（％） 対前年同期増減率（％） 

製 品 本 体  2,497  46.9  △23.4

イ ン ク  2,018  37.9  △19.6

そ の 他  807  15.2  △7.4

合 計  5,322  100.0  △19.9



 （注）リニアスケール：直線軸の位置を検出し移動誤差を補正する機械部品 

（TA市場向け） 

 平成21年２月に発売を開始した新製品３機種の売上への貢献があったものの、既存製品の落ち込みが大きかったた

め、製品本体の売上が伸び悩み、全体でも伸び悩みました。その結果、売上高は２億55百万円（同17.1％減）となり

ました。 

  

 また、当第１四半期連結累計期間における所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

（日本地域） 

 全国10ヶ所の営業拠点を中心に大小展示会への出展、ミニ展の開催等の取組みを積極的に行いました。国内向けの

売上では、SG市場向けの製品本体において落ち込みが見られたものの、その他では前年同期並みの売上を確保するこ

とができました。また、アジア・パシフィック向けの売上では、SG市場向けにおいて製品本体、インク等消耗品を中

心に総じて落ち込みました。その結果、外部顧客に対する売上高は24億90百万円（前年同期比18.4％減）、営業損失

は５億30百万円（前年同期は営業利益１億18百万円）となりました。  

（北米地域） 

 販売子会社MIMAKI USA,INC.において、当社グループ製品を販売するディーラーと協調して展示会を開催する等の

積極的な販売促進活動を行い、保守サービス面の強化にも注力いたしました。しかしながら、アメリカ経済低迷の影

響を受けた売上の伸び悩み傾向が引き続いたことに加え、前年同期比で若干の円高となったことによる為替変動の影

響により落ち込みました。その結果、売上高は８億66百万円（前年同期比21.2％減）、営業損失は21百万円（前年同

期は営業利益73百万円）となりました。 

（欧州地域） 

 地域の各国への販売を行う子会社MIMAKI EUROPE B.V.と、ドイツにおける販売子会社であるMimaki-nbn GmbHによ

って展示会出展等による積極的な営業活動を行いました。CJV30シリーズ等を中心にSG市場向けの主力製品の売上は

着実に確保したものの、前年同期比での著しい円高ユーロ安による為替変動が大きく影響し、売上高が伸び悩む結果

となりました。その結果、売上高は19億59百万円（前年同期比21.1％減）、営業損失は８百万円（前年同期は営業利

益１億59百万円）となりました。 

（アジア地域） 

 台湾御牧股份有限公司にて部品調達及びインクの組立に加え、IP及びTA市場向けの製品販売等を開始し、部品調達

等コストの低減と製品本体の拡販に注力いたしました。また、中国の御牧噴墨打印科技（浙江）有限公司において

は、インクの組立を中心に生産体制の整備に注力いたしました。その結果、売上高は６百万円（前年同期比43.9％

増）、営業損失は36百万円（前年同期は営業損失26百万円）となりました。なお、平成21年６月には、中国における

IP及びTA市場向けの製品販売等を目的とした上海御牧貿易有限公司を設立いたしました。 

   

（１）資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

 資産の残高は、前連結会計年度末に比べ、17億85百万円減少し223億18百万円となりました。流動資産の残高は、

商品及び製品、その他の減少等により17億92百万円減少し139億79百万円となりました。固定資産の残高は、設備投

資を上回る減価償却費等により減少したものの、繰延税金資産が増加したため７百万円増加し83億39百万円となりま

した。 

（負債） 

 負債の残高は、前連結会計年度末に比べ、15億40百万円減少し155億24百万円となりました。流動負債の残高は、

支払手形及び買掛金の減少等により13億５百万円減少し121億22百万円となりました。固定負債の残高は、長期借入

金の減少等により２億34百万円減少し34億２百万円となりました。 

（純資産） 

 純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ、２億45百万円減少し67億93百万円となりました。これは、利益剰余金

が四半期純損失により減少したこと等によるものであります。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 現金及び現金同等物残高（以下「資金」という。）は、たな卸資産の減少や減価償却費等により調達されたもの

の、仕入債務の減少や借入金の返済等に使用されたため、前連結会計年度末に比べ１億52百万円減少し、当第１四半

期連結会計期間末には、33億98百万円となりました。なお、営業活動、投資活動、財務活動別の詳細につきまして

は、次のとおりであります。 

 営業活動の結果獲得した資金は３億18百万円（前年同期比１億72百万円増）となりました。これは、税金等調整前

四半期純損失４億66百万円に加え、仕入債務の減少９億79百万円等があったものの、たな卸資産の減少10億89百万

円、未収消費税等の減少４億84百万円、減価償却費３億15百万円等の資金の獲得があったことによるものでありま

す。 

２．連結財政状態に関する定性的情報



 投資活動の結果使用した資金は77百万円（同８億１百万円減）となりました。これは、有形固定資産の取得による

支出１億20百万円等によるものであります。  

 財務活動の結果使用した資金は４億２百万円（前年同期は84百万円の獲得）となりました。これは、長期借入金の

返済による支出２億64百万円、短期借入金の減少１億円等によるものであります。 

  

 通期の業績予想につきましては、現時点では、平成21年５月12日に公表した「平成21年３月期決算短信」に記載の

業績予想を修正しておりません。 

 なお、業績予想につきましては、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいて

おり、実際の業績等は様々な要因によって大きく異なる可能性があります。今後の業績予想数値に修正の必要が生じ

た場合には速やかに開示する予定です。 

  

 該当事項はありません。  

  

ａ．簡便な会計処理 

 該当事項はありません。 

ｂ．特有の会計処理 

 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（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

（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



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１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,579,628 3,735,922

受取手形及び売掛金 3,333,257 3,395,753

商品及び製品 4,957,849 5,947,965

仕掛品 292,880 303,132

原材料及び貯蔵品 1,092,617 1,186,977

繰延税金資産 192,423 240,093

その他 608,264 1,038,687

貸倒引当金 △77,890 △76,650

流動資産合計 13,979,029 15,771,881

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,437,144 3,484,675

土地 1,292,470 1,292,470

その他（純額） 1,672,434 1,763,650

有形固定資産合計 6,402,049 6,540,796

無形固定資産   

のれん 220,528 248,094

その他 447,506 503,633

無形固定資産合計 668,035 751,728

投資その他の資産   

繰延税金資産 654,254 378,514

その他 669,962 688,692

貸倒引当金 △54,989 △27,974

投資その他の資産合計 1,269,227 1,039,232

固定資産合計 8,339,311 8,331,757

資産合計 22,318,341 24,103,638

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,076,245 4,054,795

短期借入金 5,699,800 5,800,000

1年内返済予定の長期借入金 941,505 995,606

未払法人税等 26,657 30,907

賞与引当金 127,346 287,833

製品保証引当金 176,526 161,536

その他 2,074,181 2,097,321

流動負債合計 12,122,263 13,427,999

固定負債   

長期借入金 2,568,824 2,778,980

退職給付引当金 254,832 244,029

その他 578,550 613,606

固定負債合計 3,402,206 3,636,615

負債合計 15,524,470 17,064,615



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,015,168 2,015,168

資本剰余金 1,903,168 1,903,168

利益剰余金 3,403,775 3,702,327

自己株式 △199,930 △199,930

株主資本合計 7,122,182 7,420,734

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,679 △4,842

為替換算調整勘定 △337,704 △386,193

評価・換算差額等合計 △342,384 △391,036

新株予約権 14,073 9,324

純資産合計 6,793,871 7,039,022

負債純資産合計 22,318,341 24,103,638



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 6,641,228 5,322,754

売上原価 3,933,582 3,158,867

売上総利益 2,707,646 2,163,886

販売費及び一般管理費 2,657,562 2,582,171

営業利益又は営業損失（△） 50,083 △418,284

営業外収益   

受取利息 5,296 1,175

受取配当金 2,243 2,621

為替差益 179,920 －

その他 7,784 6,121

営業外収益合計 195,245 9,918

営業外費用   

支払利息 21,324 28,836

売上割引 13,488 10,926

為替差損 － 5,388

その他 4,732 7,283

営業外費用合計 39,545 52,436

経常利益又は経常損失（△） 205,783 △460,802

特別利益   

固定資産売却益 1,995 6,043

貸倒引当金戻入額 2,169 －

特別利益合計 4,164 6,043

特別損失   

固定資産除却損 1,183 12,106

過年度製品保証引当金繰入額 42,747 －

特別損失合計 43,930 12,106

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

166,017 △466,865

法人税、住民税及び事業税 108,740 14,428

法人税等調整額 △31,970 △229,369

法人税等合計 76,770 △214,940

四半期純利益又は四半期純損失（△） 89,247 △251,924



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

166,017 △466,865

減価償却費 260,430 315,731

のれん償却額 － 27,566

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,268 28,159

製品保証引当金の増減額（△は減少） 150,753 13,663

賞与引当金の増減額（△は減少） △108,818 △160,509

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △16,344 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,027 10,802

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △142,268 －

受取利息及び受取配当金 △7,539 △3,797

支払利息 21,324 28,836

株式報酬費用 56,445 4,749

為替差損益（△は益） △286,883 △55,380

固定資産売却損益（△は益） △1,995 △6,043

固定資産除却損 1,183 12,106

売上債権の増減額（△は増加） 555,716 111,711

たな卸資産の増減額（△は増加） △276,048 1,089,738

仕入債務の増減額（△は減少） △955,867 △979,252

未収消費税等の増減額（△は増加） 488,995 484,615

未払金の増減額（△は減少） △99,974 △35,063

その他 598,736 △43,140

小計 406,622 377,628

利息及び配当金の受取額 7,539 3,797

利息の支払額 △19,006 △19,899

法人税等の支払額 △248,709 △42,616

営業活動によるキャッシュ・フロー 146,446 318,908

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △144,092 7,104

有形固定資産の取得による支出 △515,903 △120,881

有形固定資産の売却による収入 5,653 12,147

無形固定資産の取得による支出 △195,879 △7,946

投資有価証券の取得による支出 △10,200 －

その他 △19,444 31,663

投資活動によるキャッシュ・フロー △879,865 △77,913

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） 300,000 △100,200

長期借入金の返済による支出 △147,582 △264,257

リース債務の返済による支出 △29,878 △33,595

配当金の支払額 △37,754 △4,644

財務活動によるキャッシュ・フロー 84,785 △402,697

現金及び現金同等物に係る換算差額 46,307 9,477

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △602,325 △152,224

現金及び現金同等物の期首残高 3,362,300 3,550,366

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,759,974 3,398,141



 該当事項はありません。 

  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 当社グループはコンピュータ周辺機器事業の専業メーカーとして、同一セグメントに属するインクジェット

プリンタ及びカッティングプロッタ等の製造、販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当

事項はありません。  

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北米・・・・・・・アメリカ 

欧州・・・・・・・オランダ、ドイツ 

アジア・・・・・・台湾、中国 

３．会計処理の方法の変更 

 前第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」（企業会計基準第９号 平成18年

７月５日）を適用しております。 

 これにより、前第１四半期連結累計期間の「日本」の営業利益は、7,922千円、「北米」の営業利益は

1,026千円、「欧州」の営業利益は442千円それぞれ減少しております。 

（追加情報） 

 前第１四半期連結会計期間より、無償補修費用の個別見積額及び過去の実績に基づく負担見積額の合計額

を製品保証引当金として計上しております。 

 これにより、前第１四半期連結累計期間の「日本」の営業利益は7,262千円、「欧州」の営業利益は1,168

千円それぞれ増加しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

  日本 
（千円） 

北米
（千円） 

欧州
（千円） 

アジア
（千円） 

計
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結
（千円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する売上

高 
 3,052,857 1,099,520 2,484,482 4,367  6,641,228  ― 6,641,228

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 2,611,387 8,770 890 217,246  2,838,294  △2,838,294 ―

計  5,664,244 1,108,291 2,485,373 221,613  9,479,522  △2,838,294 6,641,228

営業利益又は営業損失（△）  118,754 73,518 159,355 △26,954  324,673  △274,590 50,083

  日本 
（千円） 

北米
（千円） 

欧州
（千円） 

アジア
（千円） 

計
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結
（千円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する売上

高 
 2,490,786 866,307 1,959,375 6,284  5,322,754  ― 5,322,754

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 1,338,771 6,874 ― 138,543  1,484,188  △1,484,188 ―

計  3,829,558 873,181 1,959,375 144,828  6,806,942  △1,484,188 5,322,754

営業利益又は営業損失（△）  △530,397 △21,273 △8,459 △36,225  △596,355  178,070 △418,284



前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１．国又は地域は、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又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米・・・・・・・アメリカ、カナダ 

(2）欧州・・・・・・・ドイツ、イタリア、イギリス、ポルトガル、フランス 

(3）アジア・・・・・・中国、韓国、タイ、シンガポール、インド 

(4）その他の地域・・・ブラジル、ロシア、オーストラリア、南アフリカ、メキシコ 

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。 

 該当事項はありません。 

〔海外売上高〕

  北米 欧州 アジア
その他の 
地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,151,453 2,298,175 477,336  910,181 4,837,147

Ⅱ 連結売上高（千円） ― ― ―  ― 6,641,228

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
17.3 34.6 7.2  13.7 72.8

  北米 欧州 アジア
その他の 
地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 866,307 1,828,865 438,203  543,979 3,677,355

Ⅱ 連結売上高（千円） ― ― ―  ― 5,322,754

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
16.3 34.4 8.2  10.2 69.1

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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