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1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

23年3月期第3四半期 5,074 6.8 155 921.9 160 ― 83 ―
22年3月期第3四半期 4,750 △21.8 15 △87.9 14 △93.8 1 △98.6

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

23年3月期第3四半期 56.63 ―
22年3月期第3四半期 1.29 ―

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

23年3月期第3四半期 3,508 1,752 49.9 1,192.30
22年3月期 3,074 1,679 54.6 1,142.64

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  1,752百万円 22年3月期  1,679百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
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

22年3月期 ― 14.00 ― ― 14.00
23年3月期 ― 7.00 ―
23年3月期 

（予想）
8.00 15.00

3.  平成23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 7,200 9.3 90 49.5 120 104.4 70 154.3 47.63

                 



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「その他の情報」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） 23年3月期3Q 1,521,910株 22年3月期  1,521,910株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  52,401株 22年3月期  52,326株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 1,469,550株 22年3月期3Q 1,469,611株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象ではありませんが、この四半期決算短信の開示時点において、 
金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しております。 

※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。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期会計期間における我が国の経済は、輸出の低迷持続、景気刺激策の反動減、脆弱な内需の回復力を 

背景に「足踏み」状態が続きました。 

 当社が属する情報サービス産業においては、IT投資に対する慎重な姿勢が続いており、市場が縮小する中で、受 

注・価格競争が厳しくなっております。 

 このような環境下において、当社は次の重点施策に取組みました。 

 ビジネス事業及びエンジニアリング事業においては、事業の整備・拡充策として、ソリューション提案による新 

規顧客、並びに新規領域の開拓に取組みました。 

その結果、新規顧客１社を開拓した他、電子書籍関連業務に参画しました。 

ユビキタス事業では、事業推進の為の各種展示会へ積極的に出展し、ソリューションの紹介と共に、共同開発先 

の開拓に注力しました。 

これにより、（株）大林組と携帯電話の赤外線通信を使った空調照明制御システムの開発や、（株）竹中工務店 

及び（株）東芝との３社共同による次世代セキュリティシステムの実証実験に取組みました。 

又、ホームエネルギーマネジメントシステムでは、「福岡スマートハウスコンソーシアム」に続き、２件の実証 

実験に繋がりました。 

 コーポレート戦略では、業務効率向上に向け、業務の改善及びIT化を推進する活動を開始しました。 

 以上の結果、当第３四半期会計期間の売上高は1,725百万円と前年同期比16.5％の増収となり、営業利益は57百万

円と前年同期比662.8％の増益、経常利益は56百万円と前年同期比858.1％の増益、四半期純利益は前年同期が１百万

円の赤字に対して、36百万円と黒字となりました。 

 これにより、当第３四半期累計期間の売上高は5,074百万円と前年同期比6.8％の増収となり、営業利益は155百万

円と前年同期比921.9％の増益、経常利益は160百万円（前年同期は経常利益14百万円）、四半期純利益は83百万円

（前年同期は四半期純利益１百万円）となりました。 

  

 セグメント別の状況は、次の通りであります。 

①ビジネス事業 

 当第３四半期会計期間の売上高は757百万円と前年同期比8.3％の増収となり、当第３四半期累計期間の売上高は 

2,381百万円と前年同期比8.6％の増収となりました。 

当第３四半期会計期間の内訳として、インフォメーション分野は491百万円で前年同期比7.8％の増収、金融分野 

は265百万円で前年同期比9.4％の増収となりました。 

インフォメーション分野では、公益企業向け大型基幹システム３案件の内、１案件が開発工程を終え、保守業務 

に移行しました。 

 金融分野では、地方銀行の営業店は安定受注できております。 

 又、信販向けカード業務の保守業務が継続しました。 

尚、当第３四半期累計期間の内訳として、インフォメーション分野は1,555百万円で前年同期比9.8％の増収、金 

融分野は825百万円で前年同期比6.3％の増収となりました。 

又、当第３四半期会計期間末の受注残高は657百万円と前年同期比18.1％の減少となりました。 

内訳として、インフォメーション分野は444百万円で前年同期比29.1％の減少となりました。 

金融分野は213百万円で前年同期比21.5％の増加となりました。 

 インフォメーション分野の受注は、前年度受注した大型案件が当第３四半期会計期間末に終了し保守業務に移行し

た為、当第３四半期会計期間は減少しましたが、金融分野の受注は回復基調にあります。 

  

②エンジニアリング事業 

 当第３四半期会計期間の売上高は901百万円と前年同期比16.6％の増収となり、当第３四半期累計期間の売上高は

2,465百万円と前年同期比2.9％の減収となりました。 

当第３四半期会計期間の内訳として、通信分野は181百万円で前年同期比0.3％の増収、制御分野は268百万円で 

前年同期比6.4％の増収、組込み分野は451百万円と前年同期比32.8％の増収となりました。 

 通信分野では、インフラ関連の低迷が続いておりますが、基地局のLTE対応業務を確保しました。 

 制御分野では、航空関連で、次期システムの業務を拡大しました。 

 組込み分野では、携帯電話関連はFOMAが縮小する中で、スマートフォンが拡大しました。 

 又、電子書籍関連業務に新規参入しました。 

尚、当第３四半期累計期間の内訳として、通信分野は510百万円で前年同期比17.1％の減収、制御分野は780百万 

円で前年同期比0.2％の増収、組込み分野は1,174百万円で前年同期比2.7％の増収となりました。 

又、当第３四半期会計期間末の受注残高は720百万円と前年同期比10.9％の減少となりました。 

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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内訳として、通信分野は114百万円で前年同期比35.6％の大幅な減少、制御分野は380百万円で前年同期比2.3％ 

の増加、組込み分野は225百万円で前年同期比12.9％の減少となりました。 

 通信分野の受注は、厳しい状況が続いている他、組込み分野は、従来型のFOMA業務が減少しました。制御分野は  

堅調に推移しました。 

  

③ユビキタス事業 

 当第３四半期会計期間の売上高は67百万円と前年同期比636.8％の増収となり、当第３四半期累計期間の売上高は

228百万円（前年同期は売上高19百万円）となりました。 

主な状況としては、RFID、ZigBee、PLCとセンサを組合わせたセンサ・ネットワークに関する引合い及び共同開発

案件が増加し、タッチタグの応用検証システムの他、ZigBeeの遠隔監視や位置情報検知、エネルギー・モニタリン 

グシステムを受注しました。 

 又、当第３四半期会計期間末の受注残高は106百万円（前年同期は受注残高２百万円）で大幅な増加となりまし

た。 

  

 （２）財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況  

 当第３四半期会計期間末における四半期貸借対照表の「資産合計」は、3,508百万円と前事業年度末に比べ434百万

円増加となりました。  

 その内訳として、「流動資産」は、2,450百万円と前事業年度末に比べ471百万円増加しました。  

 主な変動要因としては、受取手形及び売掛金が1,693百万円と前事業年度末に比べ330百万円増加したことによりま

す。  

 「固定資産」は、1,058百万円と前事業年度末に比べ36百万円減少しました。  

 主な変動要因としては、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響等により、投資その他の資産が481百万円と前事

業年度末に比べ20百万円減少したことによります。 

 一方、「流動負債」は、886百万円と前事業年度末に比べ118百万円増加しました。  

 主な変動要因としては、賞与引当金が140百万円と前事業年度末に比べ104百万円減少した一方で、買掛金が296百

万円と前事業年度末に比べ48百万円増加し、未払金が174百万円と前事業年度末に比べ78百万円増加したことにより

ます。  

 又、長期借入金の内、１年内返済予定の長期借入金が73百万円増加しております。  

 「固定負債」は、870百万円と前事業年度末に比べ242百万円増加しました。  

 主な変動要因としては、今後の外部委託等の資金需要増が見込まれることから、運転資金として長期借入金を調達

したことにより208百万円増加しております。 

 又、退職給付引当金が592百万円と前事業年度末に比べ35百万円増加したことによります。  

 これにより、「負債合計」は、1,756百万円と前事業年度末に比べ361百万円増加しました。  

 「純資産」は、1,752百万円と前事業年度末に比べ72百万円増加しました。  

 主な変動要因としては、利益剰余金が1,118百万円と前事業年度末に比べ72百万円増加したことによります。  

 以上の結果、「自己資本比率」は、49.9％となり、前事業年度末に比べ4.7ポイント下降しています。 

  

②キャッシュ・フローの状況  

 当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前第３四半期会計期間末に比べ54百万円減少（前年同期

は66百万円増加）し、当第３四半期会計期間末には266百万円（前年同期は320百万円）となりました。 

 当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローは、次の通りであります。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、279百万円減少（前年同期は94百万円増加）となりました。 

 この主な要因としては、税引前四半期純利益が138百万円となった他、仕入債務の増加により48百万円増加したも

のの、売上債権の増加により330百万円減少、たな卸資産の増加により145百万円減少したことによります。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、３百万円増加（前年同期は15百万円増加）となりました。 

 この主な要因としては、投資有価証券の取得による支出で３百万円減少、無形固定資産の取得による支出で３百万

円減少したものの、保険積立金の解約による収入で17百万円増加したことによります。 

 以上により、フリー・キャッシュ・フローは、275百万円減少（前年同期は109百万円増加）となりました。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、269百万円増加（前年同期は170百万円増加）となりました。 

 主な要因としては、長期借入れによる収入で300百万円増加したことによります。 
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 （３）業績予想に関する定性的情報 

平成23年３月期 第４四半期以降の事業環境の見通しですが、日銀短観等によると、平成22年度の設備投資計画

は、大企業全産業で前年度比4.3％増となったものの、前回９月調査の4.9％増から0.6ポイントのダウンとなりま 

した。 

海外経済の改善や各種の政策効果等を背景に、景気が持ち直していくことが期待される一方、海外景気の下振れ懸

念や為替レート・株価の変動等により、景気がさらに下押しされるリスクが存在する他、デフレの影響による悪化懸

念が依然残っていることにも注意が必要です。 

このような環境下において、平成23年３月期の通期の業績見通しは、売上面では、当第３四半期会計期間末の受注

残から見て、期初予想通りと見込んでおります。 

利益面では、期末に退職給付費用が増額となる数理計算上の差異を織込んだことから、平成23年３月期の通期の業

績見通しは、期初予想通りと見ております。 

売上高は7,200百万円と前年同期比9.3％の増収となる見通しであります。 

営業利益は90百万円と前年同期比49.5％の増益、経常利益は120百万円と前年同期比104.4％の増益、当期純利益は

70百万円と前年同期比154.3％の増益を見込んでおります。 

 尚、株主還元策として、配当性向30％以上を目処として、年間配当計画２回の基本方針に基づき、期末配当は、１

株につき８円（年間配当15円）を予定しております。 

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められる場合に、前事業年度末において算

定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して、一般債権の貸倒見積高を算定する方法を採用しております。 

  

②棚卸資産の評価方法 

 四半期会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し、前事業年度に係る実地棚卸高を基礎とし

て合理的な方法により算定する方法を採用しております。 

 棚卸資産の簿価切下げに関して、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げ

を行う方法を採用しております。 

  

③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法を採用

しております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、且つ、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場合に、前事業年度決算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

グを利用する方法を採用しております。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

会計処理基準に関する事項の変更 

（資産除去債務に関する会計基準等の適用） 

 第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用してお

ります。 

 これにより、当第３四半期累計期間の営業利益、経常利益は、それぞれ 千円減少しております。 

 又、適用初年度の期首において、前期以前の負担に属する金額を当期の損失（特別損失）として計上したことか

ら、税引前四半期純利益は、 千円減少しております。 

 尚、当会計基準等の適用開始による敷金及び保証金の変動額は、 千円であります。 

  

２．その他の情報

772

13,363

12,590
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 266,174 272,284

受取手形及び売掛金 1,693,940 1,363,622

商品及び製品 17 18

仕掛品 227,514 109,324

原材料及び貯蔵品 48,080 20,798

その他 218,937 216,760

貸倒引当金 △4,065 △3,272

流動資産合計 2,450,599 1,979,535

固定資産   

有形固定資産   

土地 371,169 371,169

その他（純額） 183,906 197,247

有形固定資産合計 555,075 568,416

無形固定資産 21,845 24,852

投資その他の資産 481,407 501,690

固定資産合計 1,058,329 1,094,959

資産合計 3,508,928 3,074,495

負債の部   

流動負債   

買掛金 296,218 247,351

1年内返済予定の長期借入金 73,200 －

未払金 174,987 96,148

未払法人税等 32,115 59,393

賞与引当金 140,010 245,000

工事損失引当金 3,717 5,049

その他 165,893 114,340

流動負債合計 886,142 767,282

固定負債   

長期借入金 208,500 －

退職給付引当金 592,347 556,884

役員退職慰労引当金 － 67,360

その他 69,836 3,753

固定負債合計 870,684 627,998

負債合計 1,756,826 1,395,280

純資産の部   

株主資本   

資本金 499,756 499,756

資本剰余金 204,756 204,756

利益剰余金 1,118,282 1,045,344

自己株式 △70,693 △70,642

株主資本合計 1,752,101 1,679,214

純資産合計 1,752,101 1,679,214

負債純資産合計 3,508,928 3,074,495
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 4,750,533 5,074,481

売上原価 3,865,338 4,055,212

売上総利益 885,194 1,019,269

販売費及び一般管理費 869,933 863,307

営業利益 15,261 155,962

営業外収益   

受取利息 33 14

保険返戻金 － 7,670

保険取扱手数料 1,861 1,647

雑収入 3,164 1,930

営業外収益合計 5,059 11,263

営業外費用   

支払利息 113 1,027

売上債権売却損 3,824 4,497

コミットメントフィー 2,230 1,571

雑損失 58 －

営業外費用合計 6,226 7,095

経常利益 14,094 160,129

特別利益   

貸倒引当金戻入額 580 －

特別利益合計 580 －

特別損失   

投資有価証券評価損 304 －

固定資産除却損 166 4

保険積立金解約損 3,593 8,827

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 12,590

特別損失合計 4,065 21,423

税引前四半期純利益 10,610 138,706

法人税等 8,705 55,482

四半期純利益 1,905 83,223
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（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 1,480,927 1,725,791

売上原価 1,215,502 1,406,052

売上総利益 265,425 319,739

販売費及び一般管理費 257,880 262,187

営業利益 7,544 57,551

営業外収益   

受取利息 7 3

保険返戻金 － 12

保険取扱手数料 612 529

雑収入 498 328

営業外収益合計 1,119 874

営業外費用   

支払利息 18 896

売上債権売却損 1,475 974

コミットメントフィー 735 412

為替差損 574 －

営業外費用合計 2,803 2,283

経常利益 5,859 56,142

特別損失   

貸倒引当金繰入額 140 24

特別損失合計 140 24

税引前四半期純利益 5,719 56,117

法人税等 7,489 19,741

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,770 36,376
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 10,610 138,706

減価償却費 45,103 22,048

貸倒引当金の増減額（△は減少） △580 792

賞与引当金の増減額（△は減少） △151,151 △104,989

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,307 35,463

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,545 △67,360

工事損失引当金の増減額（△は減少） － △1,331

受取利息及び受取配当金 △33 △14

保険返戻金 － △7,658

支払利息 113 1,027

有形固定資産除却損 166 4

投資有価証券評価損益（△は益） 304 －

保険解約損益（△は益） 3,593 8,827

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 12,590

売上債権の増減額（△は増加） 248,352 △330,318

たな卸資産の増減額（△は増加） △47,803 △145,471

前払費用の増減額（△は増加） △8,548 △4,368

仕入債務の増減額（△は減少） △123,777 48,866

前受金の増減額（△は減少） 10,214 18,224

未払消費税等の増減額（△は減少） 20,988 9,743

長期未払金の増減額（△は減少） － 67,420

その他 64,572 98,849

小計 94,979 △198,946

利息及び配当金の受取額 26 17

利息の支払額 △116 △1,061

法人税等の支払額 △522 △79,020

営業活動によるキャッシュ・フロー 94,366 △279,011

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 △7,816 △1,060

無形固定資産の取得による支出 △730 △3,710

投資有価証券の取得による支出 － △3,500

敷金及び保証金の回収による収入 37,521 1,728

保険積立金の解約による収入 6,854 17,804

その他 △20,508 △7,951

投資活動によるキャッシュ・フロー 15,320 3,311

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） 225,000 －

長期借入れによる収入 － 300,000

長期借入金の返済による支出 － △18,300

配当金の支払額 △50,070 △9,359

自己株式の取得による支出 △32 △50

その他 △4,214 △2,700

財務活動によるキャッシュ・フロー 170,682 269,590

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 280,370 △6,109

現金及び現金同等物の期首残高 40,507 272,284

現金及び現金同等物の四半期末残高 320,877 266,174
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該当事項はありません。  

  

  

      （追加情報） 

 第１四半期会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月

27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年

３月21日）を適用しています。 

  

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位の内、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為に、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社が営む事業は、内部管理上採用している次の３つの事業領域（事業）で取組んでおり、報告セグメント

としております。 

 ビジネス事業では、企業情報システムの開発や顧客が提供するサービスのシステム化を受託しております。

 エンジニアリング事業では、社会インフラのシステム構築や顧客の製品開発を受託しております。 

 ユビキタス事業では、ユビキタス・ソリューションの開発やこれを商品化した製品の販売をしております。

  

２．報告セグメント毎の売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 当第３四半期累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日）        単位：千円 

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△484,026千円は全社費用であり、主に報告セグメント

に帰属しない一般管理費であります。 

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

 当第３四半期会計期間（自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31日）        単位：千円 

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△164,804千円は全社費用であり、主に報告セグメント

に帰属しない一般管理費であります。 

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

該当事項はありません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  
ビジネス 

事業 

エンジニア

リング事業

ユビキタス

事業 
計 

調整額 

（注）１ 

四半期損益計算書

計上額（注）２ 

 売上高                                     

 外部顧客への売上高 2,381,077 2,465,284 228,119 5,074,481 － 5,074,481

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
－ － － － － －

計 2,381,077 2,465,284 228,119 5,074,481 － 5,074,481

 セグメント利益又は 

 損失（△） 
313,417 335,100 △8,529 639,988 △484,026 155,962

  
ビジネス 

事業 

エンジニア

リング事業

ユビキタス

事業 
計 

調整額 

（注）１ 

四半期損益計算書

計上額（注）２ 

 売上高                                     

 外部顧客への売上高 757,016 901,542 67,232 1,725,791 － 1,725,791

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
－ － － － － －

計 757,016 901,542 67,232 1,725,791 － 1,725,791

 セグメント利益又は 

 損失（△） 
97,342 130,475 △5,461 222,356 △164,804 57,551

（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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