
  

  

  

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） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

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 

  

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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：有 
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  （百万円未満切捨て）

（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  15,994  △0.9  1,070  9.5  1,267  16.2  940  32.0

22年12月期第２四半期  16,139  21.8  977  228.3  1,090  184.9  712  284.6

  
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12月期第２四半期  87  56  －  －

22年12月期第２四半期  66  36  －  －

  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  23,979  9,899  41.1  917  99

22年12月期  23,896  9,056  37.7  839  42

（参考）自己資本 23年12月期第２四半期 9,860百万円 22年12月期 9,016百万円

  
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 － － 12 00  12  00

23年12月期  －  －  0 00

23年12月期（予想） － － 10 00  10  00

  （％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  33,000  2.0  1,750  0.3  1,950  2.9  1,400  22.5  130  34

D010223
新規スタンプ



４．その他（詳細は、［添付資料］３ページ「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） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する説明 

 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、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続きが実施中です。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の実績等は、業績の変化等により、上記予想と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事

項は、添付資料３ページの「1.当四半期の連結業績等に関する定性的情報（3）連結業績予想に関する定性的情報」

をご参照ください。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年12月期２Ｑ 11,150,100株 22年12月期 11,150,100株

②  期末自己株式数 23年12月期２Ｑ 408,941株 22年12月期 408,878株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期２Ｑ 10,741,221株 22年12月期２Ｑ 10,741,235株
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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日本経済は、３月11日に発生しました東日本大震災の影響により、生産活動は

停滞し、個人消費も鈍化するなど、景気は急速に悪化しました。しかし、企業による生産活動も徐々に再開し、輸出

も持ち直しの動きが出始めておりますが、直近では急速な円高が進み、景気回復の足かせとなっております。また, 

世界経済においては、中国やインド等の新興国が内需を中心に拡大しているものの、米国においては、各経済指標の

改善ペースも鈍化しており、景気の先行きに不透明感が出ております。  

  このような経済環境下、当社グループの連結売上高は159億94百万円（前年同期比0.9％減）、営業利益は10億70百

万円（前年同期比9.5％増）、経常利益は12億67百万円（前年同期比16.2％増）、四半期純利益は9億40百万円（前年

同期比32.0％増）となりました。なお、カナダ子会社において移転価格課税取り下げによる法人税還付額やそれに伴

う利息収入を計上しております。  

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

[北米事業] 

 各種ホース（産業用、農業用、飲料用等、多種多様なホースを取扱）の販売は堅調に推移しました。この結果、売

上高は71億36百万円（前年同期比7.9％増）となり、営業利益は７億24百万円（前年同期比7.9％増）となりまし

た。    

[産業資材事業] 

  建機顧客の好調な生産を背景に量産機械用資材の販売が前年同期を上回ったものの、プラント用資材の販売が大型

投資物件の減少により前年同期を下回りました。これらの結果、売上高は38億95百万円（前年同期比4.3％減）とな

り、営業利益は４億68百万円（前年同期比3.3％減）となりました。  

[建設資材事業] 

  歩道や鉄道施設等で使用される「Ｍブレイル」の販売が前年同期を上回ったものの、商業施設等で使用される「ス

ーパー・マテリアルズ」の販売が、大型投資物件の受注減により、前年同期を下回りました。この結果、売上高は34

億72百万円（前年同期比17.8％減）となり、営業利益は73百万円（前年同期比55.1％減）となりました。 

[スポーツ施設資材事業] 

  主要取扱商品である「スーパーＸ］（全天候型舗装材、陸上競技場等に施工）、「モンドターフ」（人工芝、サッ

カー場等に施工）の販売がそれぞれ好調だったことから売上高は８億14百万円（前年同期比17.7％増）となり、営業

利益は１億１百万円（前年同期比521.1％増）となりました。 

[その他] 

  中国国内において中国販売子会社の量産機械用資材の販売が増加した他、国内のホテル事業（新大阪駅近隣でビジ

ネスホテルを経営）がインターネット販売等による受注増により稼働率が向上しました。これらの結果、売上高は６

億75百万円（前年同期比25.2％増）となり、営業損失は３百万円（前年同期は営業損失43百万円）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて0.3％増加し、239億79百万円となりました。

これは、主に商品及び製品が３億１百万円増加したことによるものです。  

 負債合計は、前連結会計年度末に比べて5.1％減少し、140億79百万円となりました。これは、主に支払手形及び買

掛金が５億54百万円、長期借入金が５億47百万円それぞれ減少したことによるものです。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて9.3％増加し、98億99百万円となりました。これは、主に利益剰余金が

８億11百万円増加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。）の残高は、前連結会計年度末

より１億23百万円増加し、29億27百万円となりました。主な理由は、以下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９億57百万円（前年同期は11億46百万円の収入）となりました。これは主に税金

等調整前四半期純利益11億90百万円等が要因であります。  

（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２億57百万円（前年同期は34百万円の支出）となりました。これは主に有形固定

資産の取得による支出２億円等が要因であります。  

（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６億15百万円（前年同期は15億43百万円の支出）となりました。これは主に長期

借入金の返済による支出８億85百万円等が要因であります。  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 カナダ子会社の移転価格課税の更正通知取り下げによる法人税還付額等を考慮し、平成23年2月18日に発表しまし

た通期業績予想の当期純利益を見直すこととしました。 

  

※業績予想につきましては、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は様々な要因

によって、予想数値と異なる場合があります。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）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 

 一部の連結子会社においては、当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計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ため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定してお 

ります。 

②棚卸資産の評価方法 

 当第２四半期連結会計期間末における棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについ 

てのみ正味売却価格を見積もり、簿価切下げを行う方法によっております。 

③固定資産の減価償却費の算定方法 

 一部の連結子会社においては、固定資産の年度中の取得、売却または除却等の見積りを考慮した予算に基づく年

間償却予定額を期間按分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 

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。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ2,839千円減少し、税金等調整前四

半期純利益は53,340千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は88,782

千円であります。  

②「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 第１四半期連結会計期間より「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表分)及び

「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第24号 平成20年３月10日)を適用してお

ります。 

 これによる損益への影響はありません。   

  

（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 3,519,753 3,396,613

受取手形及び売掛金 6,223,347 6,965,465

商品及び製品 4,210,622 3,909,601

仕掛品 163,848 213,742

原材料及び貯蔵品 413,443 343,868

その他 674,604 449,221

貸倒引当金 △34,786 △63,509

流動資産合計 15,170,833 15,215,004

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,700,597 2,684,176

その他（純額） 2,718,111 2,645,482

有形固定資産合計 5,418,709 5,329,658

無形固定資産   

のれん 56,114 58,690

その他 238,638 253,425

無形固定資産合計 294,752 312,115

投資その他の資産 3,094,955 3,039,563

固定資産合計 8,808,417 8,681,337

資産合計 23,979,250 23,896,342

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,123,994 5,678,643

短期借入金 2,724,401 2,451,349

1年内償還予定の社債 － 70,000

1年内返済予定の長期借入金 1,848,338 1,989,924

未払法人税等 193,757 218,294

賞与引当金 2,523 2,306

その他 770,124 625,654

流動負債合計 10,663,139 11,036,172

固定負債   

長期借入金 2,281,780 2,829,484

退職給付引当金 462,726 437,243

役員退職慰労引当金 156,599 223,982

資産除去債務 89,536 －

その他 425,796 313,175

固定負債合計 3,416,439 3,803,886

負債合計 14,079,579 14,840,058
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 783,716 783,716

資本剰余金 839,940 839,940

利益剰余金 9,582,718 8,771,111

自己株式 △124,246 △124,206

株主資本合計 11,082,128 10,270,561

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 156,208 163,130

繰延ヘッジ損益 272 △964

為替換算調整勘定 △1,378,351 △1,416,363

評価・換算差額等合計 △1,221,870 △1,254,198

少数株主持分 39,413 39,919

純資産合計 9,899,671 9,056,283

負債純資産合計 23,979,250 23,896,342
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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 16,139,642 15,994,428

売上原価 12,078,911 11,776,146

売上総利益 4,060,731 4,218,282

販売費及び一般管理費 3,082,790 3,147,548

営業利益 977,940 1,070,734

営業外収益   

受取利息 3,544 6,071

受取配当金 8,857 11,278

負ののれん償却額 8,074 －

持分法による投資利益 146,616 118,915

還付加算金 － 71,791

保険解約返戻金 － 43,364

その他 26,519 30,042

営業外収益合計 193,612 281,463

営業外費用   

支払利息 60,400 49,273

為替差損 6,068 20,688

その他 14,590 14,994

営業外費用合計 81,059 84,957

経常利益 1,090,493 1,267,240

特別利益   

子会社株式売却益 7,771 －

貸倒引当金戻入額 － 23,969

特別利益合計 7,771 23,969

特別損失   

固定資産売却損 204 525

固定資産除却損 240 700

投資有価証券評価損 － 26,803

ゴルフ会員権評価損 － 7,029

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 50,500

特別退職金 11,737 －

減損損失 7,304 －

和解金 － 15,000

特別損失合計 19,486 100,559

税金等調整前四半期純利益 1,078,778 1,190,650

法人税等 366,430 469,390

法人税等還付税額 － △218,735

少数株主損益調整前四半期純利益 － 939,995

少数株主損失（△） △387 △506

四半期純利益 712,736 940,501

クリヤマ㈱(3355)　平成23年12月期　第２四半期短信



（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 1,078,778 1,190,650

減価償却費 260,801 221,721

減損損失 7,304 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 50,500

のれん償却額 17,744 2,054

負ののれん償却額 △8,074 －

持分法による投資損益（△は益） △146,616 △118,915

退職給付引当金の増減額（△は減少） △495 25,482

貸倒引当金の増減額（△は減少） 36,778 △24,198

受取利息及び受取配当金 △12,401 △89,141

支払利息 60,400 49,273

為替差損益（△は益） 1,359 △315

売上債権の増減額（△は増加） △1,786,700 748,868

たな卸資産の増減額（△は増加） △286,511 △334,994

仕入債務の増減額（△は減少） 1,946,715 △535,343

その他 84,979 131,030

小計 1,254,063 1,316,674

利息及び配当金の受取額 73,709 88,278

利息の支払額 △62,036 △49,540

法人税等の支払額 △119,579 △398,365

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,146,156 957,046

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 △322,000 △322,000

定期預金の払戻による収入 322,000 322,000

有形固定資産の取得による支出 △13,365 △200,839

有形固定資産の売却による収入 20,873 10,657

無形固定資産の取得による支出 △55,894 △10,633

無形固定資産の売却による収入 － 11

投資有価証券の取得による支出 △2,492 △56,817

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

14,681 －

その他 1,520 484

投資活動によるキャッシュ・フロー △34,676 △257,136

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） △571,261 276,701

長期借入れによる収入 － 200,000

長期借入金の返済による支出 △786,089 △885,488

社債の償還による支出 △100,000 △70,000

自己株式の取得による支出 △7 △40

配当金の支払額 △85,560 △129,123

その他 △254 △7,450

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,543,172 △615,401

現金及び現金同等物に係る換算差額 △98,188 38,631

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △529,881 123,140

現金及び現金同等物の期首残高 3,183,965 2,804,613

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,654,083 2,927,753
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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） 

（注）１．事業区分の方法は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分に属する主要な製品 

産業資材事業     ・・・   樹脂製品、各種ホース、工業用ゴム等 

建設資材事業     ・・・   道路資材、港湾資材、景観土木資材、床材等 

スポーツ施設資材事業 ・・・   スポーツ関連施設材 

その他事業      ・・・   アウトドアスポーツ用品、ホテル業、研究開発等 

３．第１四半期連結会計期間より「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)を適

用しております。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、当第２四半期連結累計期間の売上高は、産業資

材事業が 千円、建設資材事業が 千円、スポーツ施設資材事業が 千円増加し、営業利

益は、産業資材事業が 千円、建設資材事業が 千円、スポーツ施設資材事業が 千円増

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

  
産業資材 
事業 

（千円） 

建設資材 
事業 

（千円） 

スポーツ
施設資材
事業 

（千円） 

その他事業
（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  
 10,827,969  4,224,252  691,908  395,512  16,139,642  －  16,139,642

(2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高  
 76,992  －  －  31,162  108,154 ( )108,154  －

計  10,904,961  4,224,252  691,908  426,674  16,247,796 ( )108,154  16,139,642

営業利益又は営業損失（△）  1,149,706  162,808  16,332  △23,056  1,305,790 ( )327,849  977,940

13,363 375,567 9,419

6,454 123,752 4,604
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[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地域の内訳は次のとおりであります。 

北米  ・・・   米国、カナダ、メキシコ 

その他 ・・・   中国 

３．第１四半期連結会計期間より「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)を適

用しております。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、当第２四半期連結累計期間の日本の売上高が、

千円増加し、営業利益が 千円増加しております。     

[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の内訳は、次のとおりであります。 

(1）北米  ・・・   米国・カナダ他 

(2）その他 ・・・   中国・オーストラリア・シンガポール・イギリス他 

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。 

  

  
日本 

（千円） 
北米 

（千円） 
その他 
（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   
 9,382,196  6,613,586  143,859  16,139,642  －  16,139,642

(2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高   
 325,627  1,741  14,133  341,502 ( )341,502  －

計  9,707,824  6,615,328  157,992  16,481,144 ( )341,502  16,139,642

営業利益又は営業損失（△）  638,076  671,700  △20,176  1,289,599 ( )311,658  977,940

398,350 134,811

  北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  6,339,720  700,911  7,040,632

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  16,139,642

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 39.3  4.3  43.6
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[セグメント情報] 

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち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、商品の種類及び販売市場の類似性を考慮してセグメントを決定しており、各セグメントの統括

会社又は統括部門において、取り扱う商品・サービスにつ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。 

 従って、当社のセグメントは、商品の種類及び販売市場の類似性を考慮したセグメントから構成されており、

「北米事業」「産業資材事業」「建設資材事業」及び「スポーツ施設資材事業」を報告セグメントとしておりま

す。 

 各報告セグメントの主要な製品は以下の通りであります。 

  

   

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） 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、その主なものはホテル事業

および中国事業であります。 

２．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 千円及び各報告セグメント

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、主に報告セグメントに帰

属しない販売費及び一般管理費であります。  

３．セグメント利益又は損失は、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。 

  

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  

 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。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

報告セグメント  主要な製品 

北米事業 各種ホース 

産業資材事業  樹脂製品、各種ホース、工業用ゴム等 

建設資材事業  道路橋梁資材、港湾土木資材、建築資材、都市景観資材 

スポーツ施設資材事業 スポーツ関連施設資材 

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
その他 
（注１）

合計 
調整額 
（注２） 

四半期連結

損益計算書 
計上額 
（注３） 

北米 
事業 

産業 
資材事業 

建設 
資材事業 

スポーツ
施設資材
事業 

合計 

売上高                   

外部顧客への

売上高 
 7,136,920  3,895,590 3,472,663 814,056 15,319,231 675,197  15,994,428  － 15,994,428

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 1,516  364,441 － － 365,957 48,875  414,832  △414,832 －

計  7,138,436  4,260,032 3,472,663 814,056 15,685,189 724,072  16,409,261  △414,832 15,994,428

セグメント 

利益又は損失 
 724,972  468,776 73,109 101,437 1,368,296 △3,070  1,365,226  △294,491 1,070,734

△294,491 10,080

△304,572

（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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