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（百万円未満切捨て） 
１．平成 25年２月期第２四半期の連結業績（平成 24年３月１日～平成 24年８月 31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 ％ 

25年２月期第２四半期 6,630 11.6 2,317 0.2 2,280 △4.9 1,162 △9.2 
24年２月期第２四半期 5,941 28.6 2,313 14.6 2,399 6.8 1,280 5.3 

（注）包括利益  25年２月期第２四半期 1,162百万円（△9.2％）  24年２月期第２四半期 1,280百万円（－％） 

 

 
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 

25年２月期第２四半期 37.82 37.19 
24年２月期第２四半期 37.70 37.20 

 
（２）連結財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 

25年２月期第２四半期 14,477 5,912 40.3 
24年２月期 14,853 4,974 33.3 

（参考）自己資本    25年２月期第２四半期 5,839百万円     24年 ２月期 4,938百万円 

 
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 
24年２月期 － 11.58 － 10.14 21.72 

25年２月期 －  11.33    

25年２月期(予想)   － 11.64 22.97 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：有  

 
 
３．平成 25年２月期の連結業績予想（平成 24年３月１日～平成 25年２月 28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 13,320 11.1 4,400 4.7 4,350 1.9 2,350 1.4 76.61 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：無 

 



※ 注記事項  
 

（１）当四半期連結累計期間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 

 新規 －社 (社名)  、 除外 －社 (社名)  
 

（２）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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ：無 

② ①以外の会計方針の変更 ：無 

③ 会計上の見積りの変更 ：無 

④ 修正再表示 ：無 
   

（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) 25年２月期 2Ｑ 34,768,172株 24年２月期 34,768,172株 

② 期末自己株式数 25年２月期 2Ｑ 3,998,900株 24年２月期 4,085,000株 

③ 期中平均株式数(四半期累計) 25年２月期 2Ｑ 30,736,985株 24年２月期 2Ｑ 33,976,868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 
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および合理的であ
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および業績予想をご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信（添
付資料）の４ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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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わが国経済は、景気はこのところ一部に弱い動きがみられるものの、復興需

要等を背景として、緩やかに回復しつつあります。また、企業収益、設備投資ともに緩やかに持ち直しており、ソ

フトウェア投資につきましても緩やかに増加しています。先行きに関しましては、当面は世界景気減速の影響を受

けるものの、復興需要等を背景に景気回復の動きが続くと期待される一方、欧州政府債務危機を巡る不確実性が依

然として高いなかで、世界景気のさらなる下振れや金融資本市場の変動が、我が国の景気を下押しするリスクとな

っています。 

このような中、当社におきましては、平成25年２月期から平成27年２月期までを対象とする３カ年の中期経営計

画を平成24年４月に公表し、既存事業の成長を持続させつつ、クラウドコンピューティングや海外事業の新規事業

への投資を積極的に行い、中長期的な成長を加速させる方針を明確にしました。また、今後の成長を見込むクラウ

ドコンピューティングの領域において、米国salesforce.com,Inc.との資本・業務提携を実現し、クラウドサービ

スの提供に向け、モニター試用を始める等、各種マーケティング活動に着手しております。７月においてはグルー

プ会社のオフィスの集約を進め、より緊密に営業・開発活動を推進可能な体制を整えたほか、新しいグループロゴ

を制定し、ブランドを統一するとともに、グループとしての経営体制強化を図っております。 

営業面においては、前年同期の途中で買収したバリオセキュア・ネットワークス株式会社の買収効果が、当第２

四半期連結累計期間を通して寄与したほか、６月以降、公的機関向けの帳票製品の大型案件の売上高が計上されて

おり、売上高は前年同期比増加しております。一方、費用面においては、業容拡大のために、人件費をはじめとし

て費用が増加しています。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は 千円（前年同期比 ％増）、営業利益は

千円（前年同期比 ％増）、経常利益は 千円（前年同期比 ％減）、四半期純利益は 千円

（前年同期比 ％減）となりました。 

  

各セグメントの業績は以下のとおりであります。 

なお、当期より、ソフトウェア事業のソフトウェアプロダクト売上高における主要製品別の売上区分を変更して

おり、従来の『「SVF」シリーズ』と『その他』の売上高の合算を『帳票製品』の売上高とし、『「Dr.Sum EA」シ

リーズ』の売上高を『ＢＩ製品』の売上高に変更しています。下記の前年同期比較につきましては、前年同期の数

値を変更後の売上区分に組み替えた数値で比較しています。   

［ソフトウェア事業］ 

① ソフトウェアプロダクト売上高 

ソフトウェアプロダクト売上高は 千円（前年同期比 ％増）となりました。主要製品別の業績は

次のとおりであります。 

(a）帳票製品 

帳票製品の売上高は、地方自治体をはじめとする公的機関向けの売上が引き続き堅調であるほか、６月以

降、公的機関向けの大型案件があり、帳票製品の売上高は 千円（前年同期比 ％増）となりま

した。 

(b）ＢＩ製品 

これまでに構築したシステムに蓄積された情報を有効活用しようとするニーズは引き続き高く、ＢＩ（ビ

ジネスインテリジェンス）ツールへの関心につきましても、比較的高いものがあると認識しております。６

月には、集計結果を表示するユーザーインターフェイス製品（「Dr.Sum EA Datalizer Expert」）の新バー

ジョンや新しいオプション製品を投入し、７月には、従来から販売していたWindows版に加え、多様なシス

テム環境でご利用いただけるようLinux版の販売を開始するなど、拡販に努めました。しかしながら、比較

的大型の案件は安定的に売上が増加している一方で、前期後半から新規案件創出のためのプロモーション活

動が有効に機能していなかったこともあり、ＢＩ製品の売上高は 千円（前年同期比 ％増）と、前

年同期比微増の水準に留まりました。 

② 保守売上 

ソフトウェア事業は、各製品の保守契約を結び、毎年一定の保守料金をいただいております。各製品の累計出

荷数の増加とともに、保守売上は増加傾向にあります。また、保守契約更新のための組織体制を強化することに

より、売上増加に努めております。この結果、保守売上の売上高は 千円（前年同期比 ％増）とな

りました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

6,630,171 11.6 2,317,885

0.2 2,280,882 4.9 1,162,507

9.2

3,096,427 10.2

2,448,874 11.1

647,553 6.9

2,390,821 12.9
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③ その他 

導入支援、トレーニング等の付随サービスの売上高を、ソフトウェア事業の収益源の一つとして確立すべく、

拡販施策の検討を進めております。この結果、その他の売上高は 千円（前年同期比 ％減）となりまし

た。 

  

これらの結果、当セグメントの売上高は 千円（前年同期比 ％増）、セグメント利益は

千円（前年同期比 ％増）となりました。 

  

［セキュリティサービス事業］  

セキュリティサービス事業では、連結子会社バリオセキュア・ネットワークス株式会社が独自開発したセキュ

リティ機器を顧客企業のインターネットゲートウェイ（ユーザー企業の社内ネットワークと外部のインターネッ

トをつなぐ出入口）に設置し、搭載されたセキュリティ機能を運用監視することで総合的なセキュリティサービ

スを提供しております。 

主要販売パートナーに対してセキュリティサービスの浸透を図るため、セミナーや勉強会、各種販売キャンペ

ーンの実施等、サービスの販売促進に努めました。前年同期の途中で買収したバリオセキュア・ネットワークス

の買収効果が、当第２四半期連結累計期間を通して寄与したことから、当セグメントの売上高は 千円

（前年同期比 ％増）、セグメント利益は 千円（前年同期比 ％増）となりました。  

  

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（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資産合計は、キャッシュ・マネジメントの効率化を企図し、キャッシ

ュ・ポジション圧縮に努めた結果等により、 千円と、前連結会計年度末と比較して 千円減少

しました。流動資産は、現金及び預金の減少等により 千円減少し、 千円となった一方で、固定

資産はのれんの償却による減少、オフィス移転に伴う建物及び構築物の増加、中国の提携先企業への出資手続き

の完了に伴う出資金の増加等に伴い 千円増加し、 千円となりました。 

負債は、キャッシュ・マネジメントの効率化として有利子負債の圧縮に努め、短期借入金、１年内返済予定の

長期借入金、長期借入金および社債の減少等に伴い、前連結会計年度末と比較して 千円減少し、

千円となりました。 

純資産は 千円であり、前連結会計年度末と比較して 千円増加しました。これは、四半期純利

益 千円を計上した一方で、配当を 千円実施したことによるものです。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末

に比べ 千円減少し、 千円となりました。 

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要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、 千円（前年同期比 千円の収入増）となりました。資金の主

な増加要因は、税金等調整前四半期純利益 千円であり、資金の主な減少要因は、法人税等の支払額

千円等であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、 千円（前年同期比 千円の支出減）となりました。資金の主

な増加要因は、有形固定資産の取得による支出 千円、出資金の払込による支出 千円等でありま

す。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、 千円（前年同期は 千円の収入）となりました。資金の主

な増加要因は長期借入れによる収入 千円であり、資金の減少要因は、長期借入金の返済による支出

千円、短期借入金の純減額 千円、配当金の支払額 千円であります。   

   

230,496 2.2

5,717,745 10.7 3,007,818

9.9

918,358

18.1 280,378 28.4

14,477,634 376,099

620,160 4,499,171

244,060 9,978,463

1,314,653

8,564,944

5,912,690 938,553

1,162,507 311,127

740,610 2,143,473

1,714,195 774,362

2,224,184

1,059,457

459,893 4,911,364

168,488 160,869

1,994,668 2,313,407

1,800,000

2,553,978 740,000 309,681
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年２月期の連結業績予想につきましては、平成24年４月13日に公表いたしました連結業績予想から変更は

ありません。 

 一方、当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題として認識しており、成長性を維持するために将来の事

業展開と経営体質強化に必要な内部留保を確保しつつ、各期における業績を勘案の上、連結ベースの当期純利益に

対し30％の配当性向を目途に、中間配当金および期末配当金の年２回の配当を実施することを基本方針としており

ます。また、中間配当につきましては、第２四半期連結累計期間の四半期純利益の30％を目途として実施し、期末

配当につきましては、通期の連結会計年度の当期純利益の30％から中間配当を除いた金額を目途として実施するこ

とを配当方針として掲げております。 

 当第２四半期連結累計期間の四半期純利益が、平成24年４月13日に公表いたしました直近の業績予想を上回るこ

ととなりましたので、上記配当方針に基づき決定した中間配当につきましても、直近の配当予想を上回ることとな

りました。通期の業績予想および配当予想に変更はございませんが、直近の配当予想を上回る中間配当を決定した

結果、期末配当につきましては、従来の予想を修正し、１株当たり11円64銭とさせていただきます。 

 詳細につきましては、本日別途公表いたしました「剰余金の配当（中間配当）および期末配当予想の修正に関す

るお知らせ」をご参照ください。 
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,884,083 2,143,473

受取手形及び売掛金 1,104,206 1,593,997

仕掛品 － 250

原材料 3,787 2,942

貯蔵品 56,944 58,337

その他 1,080,403 711,873

貸倒引当金 △10,093 △11,702

流動資産合計 5,119,331 4,499,171

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 653,596 769,783

工具、器具及び備品（純額） 147,327 186,188

土地 1,245,504 1,245,504

有形固定資産合計 2,046,428 2,201,476

無形固定資産   

のれん 6,911,012 6,727,068

ソフトウエア 207,185 201,194

その他 2,963 8,517

無形固定資産合計 7,121,161 6,936,779

投資その他の資産   

その他 567,633 840,691

貸倒引当金 △820 △485

投資その他の資産合計 566,813 840,206

固定資産合計 9,734,402 9,978,463

資産合計 14,853,734 14,477,634
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 104,167 105,004

短期借入金 740,000 －

1年内返済予定の長期借入金 1,297,956 1,189,560

未払法人税等 964,809 1,065,580

賞与引当金 296,066 286,436

役員賞与引当金 44,420 －

前受金 1,816,339 2,283,412

その他 840,914 726,679

流動負債合計 6,104,673 5,656,672

固定負債   

社債 240,000 －

長期借入金 3,362,421 2,716,839

役員退職慰労引当金 33,716 33,716

長期未払金 101,160 96,719

その他 37,626 60,996

固定負債合計 3,774,924 2,908,271

負債合計 9,879,598 8,564,944

純資産の部   

株主資本   

資本金 133,124 133,124

資本剰余金 1,206,822 1,209,405

利益剰余金 5,814,111 6,665,491

自己株式 △2,200,455 △2,154,047

株主資本合計 4,953,603 5,853,974

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △151 △194

為替換算調整勘定 △14,507 △13,972

その他の包括利益累計額合計 △14,658 △14,166

新株予約権 35,191 72,882

純資産合計 4,974,136 5,912,690

負債純資産合計 14,853,734 14,477,634
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

売上高 5,941,083 6,630,171

売上原価 1,179,494 1,363,678

売上総利益 4,761,589 5,266,492

販売費及び一般管理費 2,448,461 2,948,607

営業利益 2,313,128 2,317,885

営業外収益   

受取利息 5,479 358

受取配当金 － 27

為替差益 － 1,255

保険返戻金 127,593 9,943

匿名組合投資利益 3,566 5,061

その他 12,667 1,640

営業外収益合計 149,306 18,286

営業外費用   

支払利息 22,398 22,151

支払手数料 36,857 32,707

その他 3,643 429

営業外費用合計 62,898 55,288

経常利益 2,399,535 2,280,882

特別利益   

固定資産売却益 － 30

子会社株式売却益 15,140 －

貸倒引当金戻入額 945 －

その他 829 －

特別利益合計 16,915 30

特別損失   

固定資産売却損 － 102

固定資産除却損 30 3,516

本社移転費用 － 29,276

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 10,587 －

投資有価証券評価損 － 9,833

解約違約金 － 14,000

特別損失合計 10,617 56,728

税金等調整前四半期純利益 2,405,833 2,224,184

法人税、住民税及び事業税 1,121,901 1,058,783

法人税等調整額 3,140 2,894

法人税等合計 1,125,042 1,061,677

少数株主損益調整前四半期純利益 1,280,791 1,162,507

四半期純利益 1,280,791 1,162,507
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,280,791 1,162,507

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △137 △42

為替換算調整勘定 － 534

その他の包括利益合計 △137 491

四半期包括利益 1,280,653 1,162,998

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,280,653 1,162,998
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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23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31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 2,405,833 2,224,184

減価償却費 81,045 109,943

のれん償却額 198,223 183,944

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 10,587 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,270 1,274

賞与引当金の増減額（△は減少） △49,590 △9,630

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △79,242 △44,420

匿名組合投資損益（△は益） △3,566 △5,061

受取利息及び受取配当金 △5,479 △385

支払利息 22,398 22,151

為替差損益（△は益） 2,450 170

子会社株式売却損益（△は益） △15,140 －

保険返戻金 △127,593 △9,943

固定資産除却損 30 971

投資有価証券評価損益（△は益） － 9,833

株式報酬費用 35,191 37,691

売上債権の増減額（△は増加） △402,356 △489,790

たな卸資産の増減額（△は増加） 14,133 △798

仕入債務の増減額（△は減少） △3,657 836

前受金の増減額（△は減少） 341,633 467,072

その他 △153,539 △167,961

小計 2,270,090 2,330,081

利息及び配当金の受取額 5,560 385

利息の支払額 △23,467 △22,063

法人税等の支払額 △1,473,819 △1,059,457

法人税等の還付額 161,469 465,249

営業活動によるキャッシュ・フロー 939,832 1,714,195

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 △16,000 －

定期預金の払戻による収入 804,000 －

有形固定資産の取得による支出 △118,656 △168,488

無形固定資産の取得による支出 △76,851 △89,611

投資有価証券の取得による支出 △81,512 －

出資金の払込による支出 － △160,869

保険積立金の満期及び解約による収入 191,781 18,861

敷金及び保証金の差入による支出 － △102,648

敷金及び保証金の回収による収入 23,067 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△6,118,802 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

22,978 －

貸付けによる支出 △250 －

その他 △1,012 42,861

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,371,258 △459,893
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） － △740,000

長期借入れによる収入 4,800,000 1,800,000

長期借入金の返済による支出 △603,145 △2,553,978

社債の償還による支出 △30,000 △240,000

自己株式の取得による支出 △900,800 －

自己株式の処分による収入 － 48,990

配当金の支払額 △952,647 △309,681

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,313,407 △1,994,668

現金及び現金同等物に係る換算差額 383 △242

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,117,634 △740,610

現金及び現金同等物の期首残高 5,145,045 2,884,083

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,027,411 2,143,473
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該当事項はありません。   

   

   

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成23年３月１日 至 平成23年８月31日） 

① 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  

（単位：千円） 

（注）１．セグメント利益の調整額 千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、全社

費用は、報告セグメントに帰属しない親会社の管理部門に係る費用であります。  

   ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

② 報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報 

（のれんの金額の重要な変動） 

 「セキュリティサービス事業」セグメントにおいて、平成23年３月31日付で、バリオセキュア・ネットワーク

ス株式会社の全株式を取得いたしました。なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第２四半期連結累計期間

においては 千円であります。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成24年３月１日 至 平成24年８月31日） 

① 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  

（単位：千円） 

（注）１．セグメント利益の調整額 千円には、セグメント間取引消去 千円、各報告セグメントに

配分していない全社費用 千円が含まれております。全社費用は、報告セグメントに帰属しな

い親会社の管理部門に係る費用であります。  

   ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

② 報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報 

重要な発生および変動はありません。  

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  報告セグメント  
調整額 

（注）１ 

四半期連結損

益計算書計上

額（注）２   
ソフトウェア

事業 

セキュリティ

サービス事業
合計 

売上高                               

外部顧客への売上高   5,163,737  777,345  5,941,083  －  5,941,083

セグメント間の内部売上

高又は振替高  
 －  －  －  －  －

計   5,163,737  777,345  5,941,083  －  5,941,083

セグメント利益  2,737,535  218,374  2,955,909  △642,781  2,313,128

△642,781

7,258,376

  報告セグメント  
調整額 

（注）１ 

四半期連結損

益計算書計上

額（注）２   
ソフトウェア

事業 

セキュリティ

サービス事業
合計 

売上高                               

外部顧客への売上高   5,717,745  912,426  6,630,171  －  6,630,171

セグメント間の内部売上

高又は振替高  
 －  5,932  5,932  △5,932  －

計   5,717,745  918,358  6,636,103  △5,932  6,630,171

セグメント利益  3,007,818  280,378  3,288,196  △970,311  2,317,885

△970,311 △5,932

△964,379
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前第２四半期連結累計期間（自 平成23年３月１日 至 平成23年８月31日） 

当社は、平成23年５月27日開催の取締役会決議に基づき、自己株式1,600千株、900,800千円を取得しました。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成24年３月１日 至 平成24年８月31日） 

該当事項はありません。 

   

   

（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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