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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 22,916 △26.0 606 △49.0 595 △46.7 273 △47.9

21年3月期第2四半期 30,968 ― 1,189 ― 1,117 ― 525 ―

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2四半期 10.40 ―

21年3月期第2四半期 18.73 ―

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2四半期 27,815 17,275 61.2 652.50
21年3月期 30,747 18,329 58.0 658.51

（参考） 自己資本  22年3月期第2四半期  17,010百万円 21年3月期  17,825百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 22.00 22.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 22.00 22.00

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 50,000 △18.6 2,240 △31.1 2,240 △29.5 1,130 △40.1 43.13
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 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、５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、５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 

（１）平成21年５月12日に公表いたしました通期の連結業績予想を修正しております。詳しくは、平成21年10月26日公表の「業績予想の修正に関する 
   お知らせ」をご参照ください。 
（２）上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における 
   仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
   上記業績予想に関する事項は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 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） 22年3月期第2四半期 29,397,185株 21年3月期 29,397,185株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期 3,327,429株 21年3月期 2,327,339株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 26,328,900株 21年3月期第2四半期 28,064,598株
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当第２四半期（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）連結会計期間におけるわが国の経済は、日銀短観

９月調査の業況判断によると、製造業については、在庫調整の進展、輸出の回復、数々の景気刺激策の効果などを

背景として景気回復感が感じられるものの、非製造業については、内需低迷を反映し、製造業に比べ回復力は不透

明な状態となっております。

情報サービス業については、前回の６月調査に比べ、現在の景況感は更に６％ポイント悪化しており、また、金

融を含む全産業のソフトウエア投資額の2009年度計画が前年度比で依然として9.2％減のままとなっており、引き

続き厳しい状況であります。

このような環境のもと、当社グループにおきましては、高付加価値ビジネスの展開による収益力向上を経営のテ

ーマに掲げ、「顧客深耕化の徹底」「プロジェクト管理の徹底」「コスト構造是正の徹底」を当期の経営方針とし

て施策を実施しております。

以上の結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は、前第２四半期連結会計期間に比べ64億20百万円減の116億

円となりました。当社グループの当第２四半期連結会計期間におけるセグメント別の売上高は次のとおりです。

なお、平成22年３月期 第１四半期（平成21年４月１日～平成21年６月30日）に係る連結経営成績に関する定性

的情報については、平成22年度３月期 第１四半期決算短信（平成21年７月31日開示）をご参照ください。

（ソフトウェア開発）

ソフトウェア開発事業におきましては、前連結会計年度からの経済環境の悪化を受け、エンドユーザーのＩＴ

投資抑制及び費用削減の傾向が依然継続していることと、前第２四半期連結会計期間にネットバンク向け及び製

造業向けの大型開発案件が売上計上されたことも影響し、売上高は前第２四半期連結会計期間に比べ55億81百万

円減（39.7％減）の84億75百万円となりました。

（情報処理サービス）

情報処理サービス事業におきましては、前第２四半期連結会計期間に対し、金融業向けの運用管理サービスが

当第２四半期連結会計期間は減少したため、売上高は前第２四半期連結会計期間に比べ5億9百万円減（18.3％

減）の22億83百万円となりました。

（システム関連サービス）

システム関連サービス事業におきましては、当社において前第２四半期連結会計期間に、ネットバンク向けの

インフラ構築の大型案件が売上計上されたため、売上高は前第２四半期連結会計期間に比べ1億17百万円減

（18.4％減）の5億20百万円となりました。

（システム機器販売）

システム機器販売におきましては、前第２四半期連結会計期間に比べ2億24百万円減（52.6％減）の2億2百万

円となりました。

（その他事業）

その他事業におきましては、前第２四半期連結会計期間に比べ12百万円増（11.9％増）の1億18百万円となり

ました。

利益面につきましては、内製化の推進による外注費の削減及び経費削減施策を実施し、利益確保に努めてまいり

ましたが、営業利益が前第２四半期連結会計期間に比べ2億21百万円減の6億53百万円、当四半期純利益は前第２四

半期連結会計期間に比べ2億22百万円減の3億94百万円となりました。

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
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当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ29億32百万円減少し、278億15百万円とな

りました。流動資産は、前連結会計年度末に比べ25億10百万円減少し、199億32百万円となりました。その主な要

因は、現金及び預金が1億93百万円増加したこと、受取手形及び売掛金が28億60百万円減少したこと、ソフトウェ

ア開発の仕掛品が8億21百万円増加したこと及び法人税等の還付により未収入金が7億86百万円減少したことによる

ものです。固定資産は、前連結会計年度末に比べ4億21百万円減少し、78億83百万円になりました。その主な要因

は、連結子会社において保険積立金を取り崩したことにより積立保険金が2億8百万円減少したこと及び繰延税金資

産が1億90万円減少したことによるものです。

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ18億78百万円減少し、105億40百万円とな

りました。流動負債は、前連結会計年度末に比べ15億15百万円減少し、64億80百万円となりました。主な要因は、

支払手形及び買掛金が7億96百万円、賞与引当金が4億37百万円減少したことによるものです。固定負債は、前連結

会計年度末に比べ3億62百万円減少し、40億59百万円となりました。その主な要因は、長期借入金が5億2百万円減

少したことと、１年超のリース負債が1億1百万円減少したこと及び退職給付引当金が3億14百万円増加したことに

よるものです。

当第２四半期連結会計期間末の純資産の合計は、前連結会計年度末に比べ10億54百万円減少し、172億75百万円

となりました。この主な要因は、利益剰余金が3億21百万円減少したこと、自己株式の購入により5億33百万円増加

したこと及び少数株主持分が2億38百万円減少したことによるものです。

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の58.0％から、61.2％となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて2億59百万円増

加し92億30百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次の通りです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、20億32百万円の収入となりました。この主な要因は、税金等調整前四

半期純利益が4億99百万円及び売上債権の減少額28億60百万円、並びに法人税等の還付額5億23百万円による資金

の増加と、仕入債務の減少額7億96百万円及び賞与引当金の減少額4億37百万円、並びにたな卸資産の増加額8億

22百万円による資金の減少であります。

（投資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・フローは、18百万円の支出となりました。この主な要因は、保険積立金の解約に

よる4億48百万円の収入による資金の増加と、子会社株式の追加取得による2億34百万円の支出及び無形固定資産

の取得による2億66百万円の支出による資金の減少であります。

（財務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・フローは、17億57百万円の支出となりました。この主な要因は、長期借入金の返

済による5億2百万円の支出及び配当金の支払による5億93百万円の支出、並びに自己株式の取得による5億33百万

円の支出による資金の減少であります。

２．連結財政状態に関する定性的情報
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平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年５月12日に公表致しました通期の連結業績予想を修正して

おります。詳しくは、平成21年10月26日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

※上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る

本資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる

結果となる可能性があります。

該当事項はありません。

税金費用の計算

連結子会社の税金費用については、四半期連結財務諸表に与える影響を勘案し、当第２四半期連結会計期間を

含む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しております。

・会計処理基準に関する事項の変更

受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準については、従来、完成基準を適用しておりましたが、「工事

契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連

結会計期間に着手したソフトウェア開発契約から、当第２四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の

確実性が認められるものについては進行基準（進捗率の見積りは原価比例法）を、その他のものについては完成

基準を適用しております。

これにより、当第２四半期連結累計期間における損益に与える影響はありません。

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
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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21年９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 9,423,835 9,230,561
受取手形及び売掛金 6,735,386 9,596,134
商品及び製品 3,044 2,498
仕掛品 2,004,164 1,182,313
原材料及び貯蔵品 7,061 6,858
繰延税金資産 996,400 947,035
その他 780,168 1,500,920
貸倒引当金 △17,996 △23,607

流動資産合計 19,932,065 22,442,716

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 804,813 797,929
減価償却累計額 △191,049 △176,657

建物及び構築物（純額） 613,763 621,272

土地 952,754 952,754
リース資産 1,270,610 1,331,686

減価償却累計額 △446,025 △408,200

リース資産（純額） 824,584 923,486

その他 267,742 310,949
減価償却累計額 △159,665 △203,630

その他（純額） 108,076 107,318

有形固定資産合計 2,499,179 2,604,832

無形固定資産

のれん 195,939 221,444
その他 722,601 528,266

無形固定資産合計 918,540 749,711

投資その他の資産

投資有価証券 2,015,426 1,985,566
敷金及び保証金 1,207,292 1,213,985
繰延税金資産 951,000 1,141,732
その他 393,433 720,497
貸倒引当金 △101,856 △111,748

投資その他の資産合計 4,465,295 4,950,034

固定資産合計 7,883,015 8,304,577

資産合計 27,815,080 30,747,294
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,225,544 2,021,747
短期借入金 284,900 204,900
1年内返済予定の長期借入金 1,004,400 1,004,400
未払法人税等 143,859 167,073
賞与引当金 1,276,354 1,713,961
役員賞与引当金 1,500 10,500
受注損失引当金 63,002 176,569
その他 2,481,034 2,697,014

流動負債合計 6,480,596 7,996,168

固定負債

長期借入金 1,243,450 1,745,863
繰延税金負債 4,888 4,888
退職給付引当金 1,641,390 1,326,724
役員退職慰労引当金 256,060 272,679
その他 913,677 1,071,817

固定負債合計 4,059,466 4,421,972

負債合計 10,540,063 12,418,141

純資産の部

株主資本

資本金 6,878,413 6,878,413
資本剰余金 5,037,983 5,037,983
利益剰余金 7,043,781 7,365,539
自己株式 △2,031,228 △1,498,190

株主資本合計 16,928,949 17,783,746

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 87,471 54,583
為替換算調整勘定 △5,838 △12,579

評価・換算差額等合計 81,632 42,004

少数株主持分 264,435 503,402

純資産合計 17,275,017 18,329,152

負債純資産合計 27,815,080 30,747,294
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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）

前第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
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

売上高 30,968,166 22,916,750
売上原価 25,984,394 18,796,235

売上総利益 4,983,771 4,120,515

販売費及び一般管理費 3,794,097 3,513,929

営業利益 1,189,674 606,586

営業外収益

受取配当金 20,467 16,490
法人税等還付加算金 － 17,494
その他 26,484 46,075

営業外収益合計 46,952 80,060

営業外費用

支払利息 27,639 37,772
コミットメントフィー 31,951 25,930
その他 59,667 27,810

営業外費用合計 119,257 91,513

経常利益 1,117,368 595,133

特別利益

保険解約返戻金 － 200,112
投資損失引当金戻入額 35,000 －

事業譲渡益 35,000 －

その他 3,876 31,409

特別利益合計 73,876 231,522

特別損失

投資有価証券評価損 200,373 －

退職給付引当金繰入額 － 302,073
その他 83,032 25,176

特別損失合計 283,405 327,250

税金等調整前四半期純利益 907,839 499,405

法人税、住民税及び事業税 134,720 85,698
法人税等調整額 230,539 146,342

法人税等合計 365,260 232,041

少数株主利益又は少数株主損失（△） 16,806 △6,414

四半期純利益 525,772 273,778
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（第２四半期連結会計期間）

（単位：千円）

前第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)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日)

売上高 18,021,021 11,600,371
売上原価 15,305,132 9,235,312

売上総利益 2,715,889 2,365,059

販売費及び一般管理費 1,841,530 1,711,722

営業利益 874,358 653,336

営業外収益

法人税等還付加算金 － 15,140
持分法による投資利益 23,159 27,902
その他 15,169 29,147

営業外収益合計 38,328 72,191

営業外費用

支払利息 18,965 18,364
投資事業組合運用損 － 7,572
為替差損 18,331 －

その他 21,997 4,599

営業外費用合計 59,294 30,536

経常利益 853,392 694,991

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 10,615
投資損失引当金戻入額 35,000 －

事業譲渡益 35,000 －

その他 522 540

特別利益合計 70,522 11,156

特別損失

投資有価証券評価損 59,521 －

退職給付引当金繰入額 － 26,650
貸倒引当金繰入額 22,225 －

その他 7,968 11,142

特別損失合計 89,716 37,792

税金等調整前四半期純利益 834,198 668,355

法人税、住民税及び事業税 84,883 59,411
法人税等調整額 114,515 213,861

法人税等合計 199,399 273,273

少数株主利益 17,520 87

四半期純利益 617,278 394,994
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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）

前第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
(自 平成21年４月１日
至 平成21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利益 907,839 499,405
減価償却費 372,063 291,899
退職給付引当金の増減額（△は減少） △115,547 314,665
賞与引当金の増減額（△は減少） － △437,607

受注損失引当金の増減額（△は減少） △232,727 △113,567

投資有価証券評価損益（△は益） 200,373 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,460,475 2,860,748
たな卸資産の増減額（△は増加） 864,515 △822,600

未収入金の増減額（△は増加） － 280,285
仕入債務の増減額（△は減少） △422,537 △796,202

前受金の増減額（△は減少） △204,443 171,481
その他営業活動に関する資産の増減額（△は増
加） △49,243 －

その他営業活動に関する負債の増減額（△は減
少）

△157,683 －

未払消費税等の増減額（△は減少） － △196,534

その他 103,779 △409,776

小計 2,726,869 1,642,196

利息及び配当金の受取額 34,512 29,923
利息の支払額 △41,399 △37,415

法人税等の支払額 △1,752,330 △125,541

法人税等の還付額 － 523,322

営業活動によるキャッシュ・フロー 967,652 2,032,485

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 △250,457 △152,291

定期預金の払戻による収入 244,015 218,470
投資有価証券の取得による支出 △217,365 △41,364

子会社株式の追加取得による支出 － △234,927

有形固定資産の取得による支出 △60,107 △23,382

無形固定資産の取得による支出 △110,746 △266,409

保険積立金の解約による収入 － 448,474
その他 10,188 32,681

投資活動によるキャッシュ・フロー △384,470 △18,749

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） 2,530,000 80,000
長期借入金の返済による支出 △1,697,676 △502,413

リース債務の返済による支出 △255,968 △205,507

自己株式の取得による支出 － △533,038

配当金の支払額 △614,329 △593,556

その他 8,732 △2,800

財務活動によるキャッシュ・フロー △29,243 △1,757,315

現金及び現金同等物に係る換算差額 △341 3,032

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 553,596 259,453

現金及び現金同等物の期首残高 6,287,898 8,970,577

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,841,495 9,230,030
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該当事項はありません。

前第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）

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）

（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〕

科目

情報サービス関連事業
その他の事
業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）ソフトウェ

ア開発
（千円）

情報処理サ
ービス
（千円）

システム関
連サービス
（千円）

システム
機器販売
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対す

る売上高
14,056,945 2,793,418 637,731 426,643 106,283 18,021,021 － 18,021,021

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

19,770 20,090 24,610 5,576 143,166 213,214 (213,214) －

計 14,076,715 2,813,508 662,342 432,219 249,450 18,234,236 (213,214) 18,021,021

営業利益 1,247,734 379,827 130,102 55,084 31,085 1,843,836 (969,477) 874,358

科目

情報サービス関連事業
その他の事
業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）ソフトウェ

ア開発
（千円）

情報処理サ
ービス
（千円）

システム関
連サービス
（千円）

システム
機器販売
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対す

る売上高
8,475,051 2,283,677 520,309 202,410 118,923 11,600,371 － 11,600,371

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

53,977 8,027 27,747 6,299 129,990 226,041 (226,041) －

計 8,529,028 2,291,704 548,056 208,709 248,913 11,826,413 (226,041) 11,600,371

営業利益 1,088,290 222,772 94,692 45,500 30,410 1,481,665 (828,328) 653,336
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前第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（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日）

前第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）及び当第２四半期連結会計期間（自

平成21年７月１日 至平成21年９月30日）

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、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。

前第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）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年９月30日）

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、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。

前第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）及び当第２四半期連結会計期間（自

平成21年７月１日 至平成21年９月30日）

海外売上高の合計が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

前第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）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年９月30日）

海外売上高の合計が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

該当事項はありません。

科目

情報サービス関連事業
その他の事
業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）ソフトウェ

ア開発
（千円）

情報処理サ
ービス
（千円）

システム関
連サービス
（千円）

システム
機器販売
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対す

る売上高
23,334,889 5,484,864 1,192,343 720,564 235,503 30,968,166 － 30,968,166

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

122,894 30,849 79,595 11,380 251,862 496,581 (496,581) －

計 23,457,784 5,515,713 1,271,939 731,945 487,365 31,464,748 (496,581) 30,968,166

営業利益 2,270,035 568,106 151,084 101,583 50,483 3,141,293 (1,951,619) 1,189,674

科目

情報サービス関連事業
その他の事
業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）ソフトウェ

ア開発
（千円）

情報処理サ
ービス
（千円）

システム関
連サービス
（千円）

システム
機器販売
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対す

る売上高
16,748,262 4,594,699 907,563 430,919 235,306 22,916,750 － 22,916,750

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

103,846 20,414 60,205 11,848 254,411 450,728 (450,728) －

計 16,852,109 4,615,114 967,768 442,768 489,718 23,367,479 (450,728) 22,916,750

営業利益 1,786,924 338,655 78,449 72,130 55,169 2,331,329 (1,724,743) 606,586

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（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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