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（百万円未満切捨て）   
１． 平成23年12月期第2四半期の連結業績（平成23年1月1日～平成23年6月30日）  
（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 ％

23年12月期第2四半期 15,365 △13.6 △403 － △452 － △618 － 
22年12月期第2四半期 17,790 17.0 746 － 212 － 36 － 

 

 
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12月期第2四半期 △5 20 － 
22年12月期第2四半期 0 26 0 25

 
（２）連結財政状態 

 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12月期第2四半期 24,676 10,953 42.8 91 25
22年12月期 24,822 12,603 49.6 98 25

（参考）自己資本 23年12月期第2四半期 10,554百万円 22年12月期 12,316百万円 

 
２． 配当の状況 

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12月期 － 0 00 － 2 00 2 00   
23年12月期 － 0 00    

23年12月期（予想）  － 3 00 3 00   

（注）当四半期における配当予想の修正有無   ：無 

※23年12月期期末配当金3円00銭は、普通配当2円00銭と創立25周年目の記念配当1円00銭の合計額です。 

 
３． 平成23年12月期の連結業績予想（平成23年1月1日～平成23年12月31日） 

（％表示は、対前期増減率）   

 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 34,500 △3.7 940 △57.8 770 △22.3 120 △80.1 1 01

（注）当四半期における業績予想の修正有無   ：無 

 



 

４．その他  （詳細は、【添付資料】Ｐ．３「２．その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動   ：無 

新規 ＿社 (社名)  

除外 ＿社 (社名)  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

 

（２）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連結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。 

 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

    ① 会計基準等の改正に伴う変更   有 

    ② ①以外の変更          無 

（注）｢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、表示方法等の変更の有無となります。 

 

（４）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年12月期2Ｑ 158,283,921株 22年12月期 157,976,421株

② 期末自己株式数 23年12月期2Ｑ 42,612,231株 22年12月期 32,612,231株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年12月期2Ｑ 118,907,123株 22年12月期2Ｑ 136,502,117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レビュー手続きの対象外であり、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財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。 

 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(業績予想の適切な利用に関する説明) 

本資料に記載されている業績見通しや将来の予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであります。実際の業績等はさまざ

まな要因により、大きく異なる可能性があります。 

（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「１. （３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。） 

 

（その他特記事項） 

当社は、平成23年6月30日開催の取締役会において、会社法178条の規定に基づく自己株式の消却を行うことを決議し、平成23年7月15日に自

己株式の消却を行いました。なお、消却した自己株式数は42,612,231株であり、消却後の発行済株式総数は115,671,690株であります。 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間における経済情勢は、欧米の景気低迷や財政危機など不安要素を抱えたまま推移

しましたが、東日本大震災の影響により悪化したわが国経済は、中国などの新興国の経済発展に牽引されて少し

ずつ回復傾向に向かいつつあります。一方で、円高の進行や原油高などの不安材料から、景気の先行きは不透明

な状況が続くことが予想されます。 

 このような中、当社グループにおきましては、ネットワークソリューション営業を強化し、高付加価値サービ

スの拡充を図ってまいりました。また、当社グループが先駆けて取り組んできたクラウド時代を牽引するIPトリ

プルプレイ技術（注）やIPv6対応製品、また消費電力削減効果の高い節電・省電力製品の訴求を展開してまいり

ました。 

 （注）ひとつのネットワーク上でデータ・音声・映像を配信する技術 

  

地域別の実績としては、日本では地域密着型の営業を強化する目的で、全国25都市でロードショーを開催し

ました。また、病院ネットワークセミナーや病院ネットワーク視察ツアーを実施するなど、医療市場において精

力的な営業活動を展開しました。しかし、震災の影響などで冷え込んだ国内の景気後退などから案件の縮小や延

期が見られ、売上高は前年同期を下回りました。 

米州では、大型の展示会などに数多く出展し、当社製品のブランド訴求に努めました。その結果、公共交通

機関や全国展開する大型ホームセンターなどの大型案件を受注するほか、ジョージア州の第三セクターやISPな

どへトリプルプレイサービスを提供する大型案件を獲得いたしました。これらにより、売上高は前年同期を大幅

に上回りましたが、円高の影響で、円換算額では小幅な伸びにとどまっています。 

EMEA（ヨーロッパ、中東及びアフリカ）では、東ヨーロッパにおけるサポートサービスの拡充に備えてルー

マニアにテクニカルサポートセンターを設立いたしました。また、昨年獲得したトルコ軍の医療施設へのネット

ワーク機器導入案件は規模が拡大し、当期において大幅に出荷を増加させました。しかし、欧州の財政危機を背

景にした景気停滞の煽りを受け、売上高は前年同期を下回りました。 

アジア・オセアニアでは、政府主導案件の需要が伸張を見せました。オーストラリアにおける防衛省向けネ

ットワーク機器導入案件や、ニュージーランドにおける80もの教育機関のネットワーク更新を始めとして各種大

型案件を獲得した結果、売上高は前年同期を大きく上回りました。しかし、米州と同様に円高の影響で、円換算

額ではわずかな伸びとなっています。 

この結果、当第２四半期連結累計期間における連結売上高は153億65百万円（前年同期比13.6％減）となりま

した。また、ソリューションビジネス体制の強化に向けた人員増強や、グローバルビジネスの拡張と経営効率向

上のためのインフラ整備などにより販管費が増加したことから、営業利益は４億３百万円の損失（前年同期は７

億46百万円の利益）となり、経常利益は４億52百万円の損失（前年同期は２億12百万円の利益）、四半期純利益

は６億18百万円の損失（前年同期は36百万円の利益）となりました。 

  

（２）連結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２四半期連結会計期間末における総資産は246億76百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億45百万円

減少いたしました。これは主に、商品及び製品が３億68百万円、仕掛品が１億66百万円、無形固定資産が１億32

百万円増加した一方で、現金及び預金が２億60百万円、受取手形及び売掛金が７億38百万円減少したことによる

ものであります。負債合計は137億23百万円となり、前連結会計年度末に比べ15億４百万円増加いたしました。

これは主に短期借入金が６億62百万円減少した一方で、支払手形及び買掛金が６億77百万円、１年内返済予定の

長期借入金が３億79百万円、長期借入金が８億32百万円増加したことによるものであります。純資産につきまし

ては、109億53百万円となり、前連結会計年度末に比べ16億49百万円減少いたしました。これは主に利益剰余金

が８億69百万円減少したこと、自己株式が９億84百万円増加したことによるものであります。これらの結果、自

己資本比率は前連結会計年度末に比べ6.8ポイント低下となる42.8％となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は60億29百万円となり、前連結会計年度末に比べ

１億60百万円減少しました。 

＜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７億48百万円の収入となり、前第２四半期連結累計期間に比べ、17億

76百万円減少しました。これは主に税金等調整前四半期純利益がマイナスとなったこと、法人税等の支払額が増

加したことによるものであります。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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＜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２億２百万円の支出となり、前第２四半期連結累計期間に比べ、80百万

円減少しました。これは主に有形固定資産の取得による支出や無形固定資産の取得による支出が増加した一方

で、定期預金が増加から減少に転じたことによるものであります。 

＜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７億62百万円の支出となり、前第２四半期連結累計期間に比べ、１億80

百万円減少しました。これは主に短期借入金及び長期借入金の返済による支出が増加した一方で、自己株式の取

得による支出が減少したことによるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当期の業績予想に関する事項につきましては、平成23年８月５日公表の「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご覧ください。 

   

（１）重要な子会社の異動の概要 

 当第２四半期連結会計期間より、Allied Telesis International Support & Education Center s.r.l. 及び

Allied Telesis (Dongguan) Electronic Co. Ltd.を新たに設立したため、連結の範囲に含めております。ま

た、連結子会社であったAllied Telesis Austria GmbH は、Allied Telesis EMENA GmbH に吸収合併されたた

め、連結の範囲から除外しております。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 ① 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。 

 ② 法人税等については、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により算出しております。な

お、連結財務諸表における重要性が乏しい連結子会社については、経営環境に著しい変化が発生しておらず、四

半期財務諸表における税金費用の計算にあたり、税引前四半期純利益に前年度の損益計算書における税効果会計

適用後の法人税等の負担率を乗じて計算する方法によっております。 

 また、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に著しい変化がな

く、かつ、一時差異等の発生状況に大幅な変化がないと認められる場合に、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。 

  

（３）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） 

 ① 資産除去債務に関する会計基準の適用 

   第１四半期連結会計期間より、「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。 

   この変更に伴う当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響

は軽微であります。 

 ② 表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書） 

  「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適

用により、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

  該当事項はありません。  

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表
（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23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22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,029,647 6,290,272

受取手形及び売掛金 7,572,938 8,311,783

商品及び製品 3,923,091 3,555,065

仕掛品 358,385 191,790

原材料及び貯蔵品 835,671 801,374

前払費用 774,033 531,064

その他 947,059 1,020,148

貸倒引当金 △259,286 △246,360

流動資産合計 20,181,540 20,455,139

固定資産   

有形固定資産 2,320,273 2,269,857

無形固定資産   

その他 800,228 667,877

無形固定資産合計 800,228 667,877

投資その他の資産   

その他 1,397,100 1,451,641

貸倒引当金 △22,196 △22,001

投資その他の資産合計 1,374,903 1,429,639

固定資産合計 4,495,405 4,367,374

資産合計 24,676,945 24,822,514

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,880,345 2,202,947

短期借入金 1,046,389 1,708,475

1年内返済予定の長期借入金 938,063 558,396

1年内償還予定の社債 164,000 168,000

未払費用 1,466,285 1,190,910

未払金 616,611 715,322

未払法人税等 129,403 386,793

賞与引当金 405,468 256,938

前受収益 2,280,234 2,020,470

その他 453,849 540,544

流動負債合計 10,380,650 9,748,797

固定負債   

社債 － 80,000

長期借入金 1,720,542 888,240

退職給付引当金 695,235 684,412

その他 926,785 817,518
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23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22年12月31日) 

固定負債合計 3,342,563 2,470,170

負債合計 13,723,213 12,218,968

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,843,580 9,835,708

資本剰余金 3,746,631 3,738,759

利益剰余金 △514,972 354,400

自己株式 △3,968,208 △2,983,470

株主資本合計 9,107,031 10,945,397

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 109 △434

繰延ヘッジ損益 △2,545 －

為替換算調整勘定 1,450,209 1,371,801

評価・換算差額等合計 1,447,773 1,371,367

新株予約権 398,928 286,780

純資産合計 10,953,732 12,603,545

負債純資産合計 24,676,945 24,822,514
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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22年１月１日 

 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 

 至 平成23年６月30日) 

売上高 17,790,044 15,365,201

売上原価 7,598,687 6,079,645

売上総利益 10,191,356 9,285,556

販売費及び一般管理費 9,445,130 9,689,308

営業利益又は営業損失（△） 746,226 △403,752

営業外収益   

受取利息 7,287 8,002

受取配当金 70 75

持分法による投資利益 4,903 －

その他 17,144 10,139

営業外収益合計 29,405 18,216

営業外費用   

支払利息 33,385 48,889

持分法による投資損失 － 420

為替差損 513,643 6,275

その他 16,434 11,002

営業外費用合計 563,463 66,588

経常利益又は経常損失（△） 212,168 △452,124

特別利益   

固定資産売却益 21 80

貸倒引当金戻入額 88,862 －

新株予約権戻入益 5,531 838

特別利益合計 94,415 919

特別損失   

固定資産売却損 128 102

固定資産除却損 3,467 1,406

事業再編損 54,387 －

訴訟関連損失 2,643 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 19,162

特別損失合計 60,627 20,672

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（△）

245,955 △471,877

法人税、住民税及び事業税 242,172 142,755

法人税等調整額 △32,220 4,012

法人税等合計 209,952 146,767

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △618,644

四半期純利益又は四半期純損失（△） 36,003 △618,644
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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22年１月１日 

 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 

 至 平成23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（△）

245,955 △471,877

減価償却費 257,444 304,249

貸倒引当金の増減額（△は減少） △58,656 15,200

賞与引当金の増減額（△は減少） 40,908 148,651

退職給付引当金の増減額（△は減少） 23,792 5,084

受取利息及び受取配当金 △7,357 △8,077

支払利息 33,385 48,889

為替差損益（△は益） 357,241 30,143

持分法による投資損益（△は益） △4,903 420

固定資産売却損益（△は益） 107 22

固定資産除却損 3,467 1,406

事業再編損失 54,387 －

訴訟関連損失 2,643 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 19,162

未払費用の増減額（△は減少） 211,618 269,251

売上債権の増減額（△は増加） 530,509 728,645

たな卸資産の増減額（△は増加） △608,911 △605,814

仕入債務の増減額（△は減少） 569,955 690,131

前受収益の増減額（△は減少） 381,146 262,915

その他 516,440 △140,275

小計 2,549,176 1,298,130

利息及び配当金の受取額 7,354 8,068

利息の支払額 △36,422 △50,213

法人税等の支払額 66,653 △506,792

事業再編による支出 △58,550 △303

訴訟関連損失の支払額 △2,643 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,525,567 748,889

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 △142,956 △196,887

有形固定資産の売却による収入 128 242

無形固定資産の取得による支出 △41,722 △143,016

投資有価証券の取得による支出 △301 △299

定期預金の純増減額（△は増加） △100,000 100,000

貸付金の回収による収入 585 27,660

敷金及び保証金の差入による支出 △10,465 △8,442

その他 12,079 18,710

投資活動によるキャッシュ・フロー △282,652 △202,032
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 

 至 平成23年６月30日) 

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） △473,036 △664,768

長期借入れによる収入 1,390,000 1,600,000

長期借入金の返済による支出 △140,999 △388,031

社債の償還による支出 △84,000 △84,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入 39,600 11,070

自己株式の取得による支出 △1,387,767 △984,737

配当金の支払額 △282,879 △236,412

その他 △4,319 △15,923

財務活動によるキャッシュ・フロー △943,402 △762,803

現金及び現金同等物に係る換算差額 △192,347 55,321

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,107,164 △160,625

現金及び現金同等物の期首残高 7,146,804 6,190,272

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,253,969 6,029,647
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  該当事項はありません。 

   

［事業の種類別セグメント情報］ 

前第２四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30日） 

 当連結グループは、情報通信・ネットワーク関連事業のみを行っているため、事業の種類別セグメント情報の記

載は省略しております。 

  

［所在地別セグメント情報］ 

前第２四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30日） 

 （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 

(１)欧米        ： アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、ドイツ、オランダ、イタリア 
(２)アジア・オセアニア ： シンガポール、中国、オーストラリア、ニュージーランド 
  

［海外売上高］ 

前第２四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30日） 

 （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 

(１)北米        ： アメリカ、カナダ 

(２)欧州        ： イギリス、フランス、ドイツ、オランダ、イタリア 

(３)アジア・オセアニア ： シンガポール、中国、オーストラリア、ニュージーランド 

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。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  日本(千円) 欧米(千円)
アジア・

オセアニア(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 
 10,247,490  6,603,940  938,613  17,790,044  －  17,790,044

(2) セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 396,245  112,548  4,404,798  4,913,591 ( ) 4,913,591  －

計  10,643,735  6,716,488  5,343,411  22,703,636 ( ) 4,913,591  17,790,044

 営業利益又は損失(△)  498,626  △12,552  240,085  726,158  20,067  746,226

  北米 欧州 
アジア・ 

オセアニア 
計 

Ⅰ 海外売上高(千円)  2,774,858  3,658,242  936,531  7,369,631

Ⅱ 連結売上高(千円)  －  －  －  17,790,044

Ⅲ 連結売上高に占める海外 

売上高の割合(％) 
 15.6  20.6  5.3  41.4
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〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

  当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、

高経営意思決定機関である取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う

対象となっているものであります。 

  当社グループは、情報通信・ネットワーク事業における製品を生産・販売しており、各地域において包括的な

戦略を立案し、事業活動を展開しております。  

  したがって、当社グループは、生産・販売体制を基礎とした所在地域別のセグメントから構成されており、

「日本」、「米州」、「EMEA（ヨーロッパ、中東及びアフリカ）」及び「アジア・オセアニア」の４つの所在地

域を報告セグメントとしております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 当第２四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年６月30日）        (単位：千円） 

 (注）１．ヨーロッパ、中東及びアフリカ。 

   ２．セグメント利益の調整額には、セグメント間取引消去47,166千円及びセグメント間取引に係るたな卸資産

の調整額等19,060千円が含まれております。  

   ３．セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。  

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

 （固定資産に係る重要な減損損失） 

  該当事項はありません。 

  

 （のれんの金額の重要な変動） 

   該当事項はありません。 

  

 （重要な負ののれん発生益） 

   該当事項はありません。 

  

 （追加情報） 

  第１四半期連結会計期間より、「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）を適用しております。 

  

当社は、平成23年２月15日開催の取締役会決議に基づき、自己株式の取得を行いました。この結果、第１四半

期連結会計期間において、自己株式が984,737千円増加し、当第２四半期連結会計期間末において3,968,208千円

となっております。  

  

  
  

 
報告セグメント 

    
 調整額(注)２ 

  

 
  

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
(注)３ 日本 米州 EMEA(注)１

アジア・
オセアニア 計

売上高                                      

(1) 外部顧客への売上高  8,189,506  3,158,686  2,994,049  1,022,959  15,365,201   －  15,365,201

(2) セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 385,256  129,910  39,148  4,246,404  4,800,719  (4,800,719)   －

計  8,574,763  3,288,596  3,033,197  5,269,363  20,165,921  (4,800,719)  15,365,201

セグメント利益又は損失(△)  △577,112  △45,231  53,093  99,269  △469,980  66,227  △403,752

（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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