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平成２２年６月１４日 

各   位 

会 社 名 日本ルツボ株式会社 

代表者名 代表取締役社長 重 光  碩 

（コード番号 5355 東証第二部） 

問合せ先 常務取締役経理部長 大久保 正志 

（TEL．０３－３４４３―５３５５） 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 22 年 3 月期 決算短信」の一部訂正について 
 

平成22年5月14日に開示しました「平成22年3月期 決算短信」の記載事項の一部に訂正すべき事項

がありましたので、下記の通り訂正いたします。  

なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。  

 

記 

 

訂正箇所 1ページ 

１．22 年 3 月期の連結業績（平成 21 年 4 月 1日～平成 22 年 3 月 31 日） 

(1) 連結経営成績 

(訂正前) 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22 年 3 月期 6,786 △22.2 △66 － △84 － 45 －

21 年 3 月期 8,719 △15.3 126 △72.8 50 △88.9 △148 －

 

 
1 株当たり当期純利益 

潜在株式調整後 1 株当た

り当期純利益 

自己資本当期純利

益率 
総資産経常利益率 売上高営業利益率

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22 年 3 月期 3.32 － 1.8 △0.9 △1.0

21 年 3 月期 △10.63 － △5.6 0.5 1.5

 

(訂正後) 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22 年 3 月期 6,786 △22.2 △75 － △93 － 36 －

21 年 3 月期 8,719 △15.3 126 △72.8 50 △88.9 △148 －

 

 
1 株当たり当期純利益 

潜在株式調整後 1 株当た

り当期純利益 

自己資本当期純利

益率 
総資産経常利益率 売上高営業利益率

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22 年 3 月期 2.67 － 1.5 △1.0 △1.1

21 年 3 月期 △10.63 － △5.6 0.5 1.5
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(2) 連結財政状態 

(訂正前) 

 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 9,130 2,550 27.8 187.88

21 年 3 月期 9,340 2,463 26.3 181.28

 

(訂正後) 

 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 9,130 2,541 27.7 187.22

21 年 3 月期 9,340 2,463 26.3 181.28

 

 

訂正箇所 3ページ 

１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

  ①事業の分野別事業 

(訂正前) 

  ＜前略＞ 

   一方、利益面におきましては、売上高の減少に加え原材料高騰などの影響により、経常損失は８千

４百万円と前期比１億３千２百万円減少（前期は５千万円の黒字）しましたが、遊休土地の売却等

により当期純利益は４千５百万円計上することとなりました。 

 

(訂正後) 

＜前略＞ 

一方、利益面におきましては、売上高の減少に加え原材料高騰などの影響により、経常損失は９千

３百万円と前期比１億４千２百万円減少（前期は５千万円の黒字）しましたが、遊休土地の売却等

により当期純利益は３千６百万円計上することとなりました。 
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②事業の種類別セグメントの業績 

(訂正前) 

   セグメント別の売上高は、耐火物等が 52 億３千１百万円（売上高比率 76.9％）と前期比 18.6％減

少し、営業利益は１億１百万円となりました。溶解炉・環境関連市場向けのエンジニアリングは 12

億５千２百万円（売上高比率 18.5％）と前期比 37.1％減少し、営業利益は４千１百万円となりまし

た。不動産賃貸事業は３億１千３百万円（売上高比率 4.6％）となり、営業利益は２億１千５百万円

となりました。 

 

(訂正後) 

セグメント別の売上高は、耐火物等が 52 億３千１百万円（売上高比率 77.0％）と前期比 18.5％減

少し、営業利益は９千２百万円となりました。溶解炉・環境関連市場向けのエンジニアリングは 12

億５千２百万円（売上高比率 18.5％）と前期比 37.1％減少し、営業利益は４千１百万円となりまし

た。不動産賃貸事業は３億１千３百万円（売上高比率 4.6％）となり、営業利益は２億１千５百万円

となりました。 

 

訂正箇所 4ページ 

(2) 財政状態に関する分析 

  ①資産、負債及び純資産の状況 

(訂正前) 

   当連結会計年度末の―――以下略 

当連結会計年度末の固定負債は、前連結会計年度末比４億７千２百万円（16.5％）減少し、 

23 億９千４百万円となりました。主なものは、長期借入金４億２千２百万円の減少によるものです。 

当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末比８千７百万円（3.5％）増加し、25 億５千万円と

なりました。主なものは、時価回復によるその他有価証券評価差額金５千１百万円の増加と、利益剰余

金４千５百万円の増加によるものです。 

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の 26.3％から 27.8％となりました。期末発行済株式

数に基づく１株当たり純資産額は、前連結会計年度末の 181.28 円から 187.88 円となりました。 

 

(訂正後) 

当連結会計年度末の―――以下略 

当連結会計年度末の固定負債は、前連結会計年度末比４億６千３百万円（16.2％）減少し、 

24 億３百万円となりました。主なものは、長期借入金４億２千２百万円の減少によるものです。 

当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末比７千８百万円（3.2％）増加し、25 億４千１百万

円となりました。主なものは、時価回復によるその他有価証券評価差額金５千１百万円の増加と、利益

剰余金３千６百万円の増加によるものです。 

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の 26.3％から 27.7％となりました。期末発行済株式

数に基づく１株当たり純資産額は、前連結会計年度末の 181.28 円から 187.22 円となりました。 
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訂正箇所 8ページ 

４．連結財務諸表 

(1) 連結貸借対照表 

  (訂正前) 

（単位：千円） 

 前連結会計年度 

（平成 21年 3 月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 22年 3 月 31 日） 

＜前略＞   

固定負債   

  長期借入金 1,881,641 1,459,672

  リース債務 93,241 163,837

  退職給付引当金 502,078 407,579

  役員退職慰労引当金 117,700 105,790

  その他 271,221 256,886

  固定負債合計 2,865,881 2,393,764

負債合計 6,876,886 6,580,017

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 704,520 704,520

  資本準備金 56,076 56,076

  利益剰余金 1,779,297 1,824,242

  自己株式 △68,770 △68,770

  株主資本合計 2,471,123 2,516,068

評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 △10,834 40,600

  繰延ヘッジ損益 △8,730 △6,127

  為替換算調整勘定 △327 △10,080

  評価・換算差額等合計 △19,891 24,393

 少数株主持分 11,434 9,388

 純資産合計 2,462,666 2,549,849

負債純資産合計 9,339,552 9,129,866
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(訂正後) 

（単位：千円） 

 前連結会計年度 

（平成 21年 3 月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 22年 3 月 31 日） 

＜前略＞   

固定負債   

  長期借入金 1,881,641 1,459,672

  リース債務 93,241 163,837

  退職給付引当金 502,078 416,441

  役員退職慰労引当金 117,700 105,790

  その他 271,221 256,886

  固定負債合計 2,865,881 2,402,626

負債合計 6,876,886 6,588,879

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 704,520 704,520

  資本準備金 56,076 56,076

  利益剰余金 1,779,297 1,815,380

  自己株式 △68,770 △68,770

  株主資本合計 2,471,123 2,507,206

評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 △10,834 40,600

  繰延ヘッジ損益 △8,730 △6,127

  為替換算調整勘定 △327 △10,080

  評価・換算差額等合計 △19,891 24,393

 少数株主持分 11,434 9,388

 純資産合計 2,462,666 2,540,987

負債純資産合計 9,339,552 9,129,866
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訂正箇所 9ページ 

４．連結財務諸表 

(2) 連結損益計算書 

  (訂正前) 

（単位：千円） 

 前連結会計年度 

(自 平成 20 年 4 月 1 日 

  至 平成 21 年 3 月 31 日）

当連結会計年度 

（自 平成 21 年 4 月 31 日 

   至 平成 22 年 3 月 31 日）

売上高 8,719,457 6,785,636  

 売上原価 6,478,749 5,140,522

 売上総利益 2,240,708 1,645,114

 販売費及び一般管理費 2,114,402 1,711,562

 営業利益又は営業損失（△） 126,306 △66,448

 

   ＜中略＞ 

 

 経常利益又は経常損失（△） 

 

   ＜中略＞ 

49,524 △84,112

 

 税金等調整前当期純利益又は税金

等調整前当期純損失（△） 

△159,292 94,374

 法人税、住民税及び事業税 26,490 11,680

 法人税等調製額 △35,296 39,795

 法人税等合計 △8,806 51,475

 少数株主損失（△） △2,579 △2,046

 当期純利益又は当期純損失（△） △147,907 44,945

 

 

(訂正後) 

（単位：千円） 

 前連結会計年度 

(自 平成 20 年 4 月 1 日 

  至 平成 21 年 3 月 31 日）

当連結会計年度 

（自 平成 21 年 4 月 31 日 

   至 平成 22 年 3 月 31 日）

売上高 8,719,457 6,785,636  

 売上原価 6,478,749 5,147,611

 売上総利益 2,240,708 1,638,025

 販売費及び一般管理費 2,114,402 1,713,335

 営業利益又は営業損失（△） 126,306 △75,310

   

 ＜中略＞ 

 

 経常利益又は経常損失（△） 

 

   ＜中略＞ 

49,524 △92,974

 

 税金等調整前当期純利益又は税金

等調整前当期純損失（△） 

△35,296 85,512

 法人税、住民税及び事業税 △35,296 11,680

 法人税等調製額 △35,296 39,795

 法人税等合計 △8,806 51,475

 少数株主損失（△） △2,579 △2,046

 当期純利益又は当期純損失（△） △147,907 36,083
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訂正箇所 10ページ 

４．連結財務諸表 

(3) 連結株主資本等変動計算書 

  (訂正前) 

（単位：千円） 

 前連結会計年度 

(自 平成 20 年 4 月 1 日 

  至 平成 21 年 3 月 31 日）

当連結会計年度 

（自 平成 21 年 4 月 31 日

   至 平成22年3月31日）

株主資本 

 資本金 

  前期末残高 704,520 704,520

  当期変動額 

   当期変動額合計 － －

  当期末残高 704,520 704,520

 資本剰余金 

  前期末残高 56,076 56,076

  当期変動額 

 当期変動額合計 － －

  当期末残高 56,076 56,076

利益剰余金 

  前期末残高 1,997,624 1,779,297

  当期変動額 

   剰余金の配当 △70,420 －

   当期純利益又は当期純損失（△） △147,907 44,945

   当期変動額合計 △218,327 44,945

 当期末残高 1,779,297 1,824,242

自己株式 

  前期末残高 △1,247 △68,770

  当期変動額 

   自己株式の取得 △67,523 －

   当期変動額合計 △67,523 －

  当期末残高 △68,770 △68,770

株主資本合計 

  前期末残高 2,756,973 2,471,123

  当期変動額 

   剰余金の配当 △70,420 －

   当期純利益又は当期純損失（△） △147,907 44,945

   自己株式の取得 △67,523 －

   当期変動額合計 △285,850 44,945

  当期末残高 2,471,123 2,516,068
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評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額等 

  前期末残高 81,192 △10,834

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動

額（純額） 

△92,026 51,434

   当期変動額合計 △92,026 51,434

  当期末残高 △10,834 40,600

繰延ヘッジ損益 

  前期末残高 △10,080 △8,730

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動

額（純額） 

1,350 2,603

   当期変動額合計 1,350 2,603

  当期末残高 △8,730 △6,127

 為替換算調整勘定 

  前期末残高 98 △327

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動

額（純額） 

△425 △9,753

   当期変動額合計 △425 △9,753

  当期末残高 △327 △10,080

 評価・換算差額等合計 

  前期末残高 71,210 △19,891

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動

額（純額） 

△91,101 44,284

   当期変動額合計 △91,101 44,284

  当期末残高 △19,891 24,393

少数株主持分 

 前期末残高 14,013 11,434

 当期変動額 

  株主資本以外の項目の当期変動額

（純額） 

△2,579 △2,046

  当期変動額合計 △2,579 △2,046

 当期末残高 11,434 9,388

純資産合計 

 前期末残高 2,842,196 2,462,666

 当期変動額 

  剰余金の配当 △70,420 －

  当期純利益又は当期純損失（△） △147,907 44,945

  自己株式の取得 △67,523 －

  株主資本以外の項目の当期変動額

（純額） 

△93,680 42,238

  当期変動額合計 △379,530 87,183

 当期末残高 2,462666 2,549,849
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 (訂正後) 

（単位：千円） 

 前連結会計年度 

(自 平成 20 年 4 月 1 日 

  至 平成 21 年 3 月 31 日）

当連結会計年度 

（自 平成 21 年 4 月 31 日

   至 平成22年3月31日）

株主資本 

 資本金 

  前期末残高 704,520 704,520

  当期変動額 

   当期変動額合計 － －

  当期末残高 704,520 704,520

 資本剰余金 

  前期末残高 56,076 56,076

  当期変動額 

 当期変動額合計 － －

  当期末残高 56,076 56,076

利益剰余金 

  前期末残高 1,997,624 1,779,297

  当期変動額 

   剰余金の配当 △70,420 －

   当期純利益又は当期純損失（△） △147,907 36,083

   当期変動額合計 △218,327 36,083

 当期末残高 1,779,297 1,815,380

自己株式 

  前期末残高 △1,247 △68,770

  当期変動額 

   自己株式の取得 △67,523 －

   当期変動額合計 △67,523 －

  当期末残高 △68,770 △68,770

株主資本合計 

  前期末残高 2,756,973 2,471,123

  当期変動額 

   剰余金の配当 △70,420 －

   当期純利益又は当期純損失（△） △147,907 36,083

   自己株式の取得 △67,523 －

   当期変動額合計 △285,850 36,083

  当期末残高 2,471,123 2,507,206
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評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額等 

  前期末残高 81,192 △10,834

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動

額（純額） 

△92,026 51,434

   当期変動額合計 △92,026 51,434

  当期末残高 △10,834 40,600

繰延ヘッジ損益 

  前期末残高 △10,080 △8,730

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動

額（純額） 

1,350 2,603

   当期変動額合計 1,350 2,603

  当期末残高 △8,730 △6,127

 為替換算調整勘定 

  前期末残高 98 △327

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動

額（純額） 

△425 △9,753

   当期変動額合計 △425 △9,753

  当期末残高 △327 △10,080

 評価・換算差額等合計 

  前期末残高 71,210 △19,891

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動

額（純額） 

△91,101 44,284

   当期変動額合計 △91,101 44,284

  当期末残高 △19,891 24,393

少数株主持分 

 前期末残高 14,013 11,434

 当期変動額 

  株主資本以外の項目の当期変動額

（純額） 

△2,579 △2,046

  当期変動額合計 △2,579 △2,046

 当期末残高 11,434 9,388

純資産合計 

 前期末残高 2,842,196 2,462,666

 当期変動額 

  剰余金の配当 △70,420 －

  当期純利益又は当期純損失（△） △147,907 36,083

  自己株式の取得 △67,523 －

  株主資本以外の項目の当期変動額

（純額） 

△93,680 42,238

  当期変動額合計 △379,530 78,321

 当期末残高 2,462666 2,540,987
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４．連結財務諸表 

(4) 連結キャッシュ･フロー計算書 

  (訂正前) 

（単位：千円） 

 前連結会計年度 

(自 平成 20 年 4 月 1 日 

  至 平成 21 年 3 月 31 日）

当連結会計年度 

（自 平成 21 年 4 月 31 日 

   至 平成 22年 3月 31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー   

  税金等調整前当期純利益又は税金等調整

前当期純損失（△） 

△159,292

306,229

94,374

300,238

  減価償却費 12,548 △3,818

  貸倒引当金の増減額（△は減少） △20,076 △11,887

  受取利息及び受取配当金 72,897 91,850

  支払利息 △14,542 △15,833

  持分法による投資損益（△は益） 505,451 △541,078

売上債権の増減額（△が増加） △302,844 666,075

たな卸資産の増減額（△は増加）  △646,002 576

  仕入債務の増減額（△は減少） 

賞与引当金の増減額（△は減少） 

△37,300

14,800

△8,190

△11,910

  役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △11,200 360

  退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,224 △94,499

＜後略＞ 

 

(訂正後) 

（単位：千円） 

 前連結会計年度 

(自 平成 20 年 4 月 1 日 

  至 平成 21 年 3 月 31 日）

当連結会計年度 

（自 平成 21 年 4 月 31 日 

   至 平成 22年 3月 31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー   

  税金等調整前当期純利益又は税金等調整

前当期純損失（△） 

△159,292

306,229

85,512

300,238

  減価償却費 12,548 △3,818

  貸倒引当金の増減額（△は減少） △20,076 △11,887

  受取利息及び受取配当金 72,897 91,850

  支払利息 △14,542 △15,833

  持分法による投資損益（△は益） 505,451 △541,078

売上債権の増減額（△が増加） △302,844 666,075

たな卸資産の増減額（△は増加）  △646,002 576

  仕入債務の増減額（△は減少） 

賞与引当金の増減額（△は減少） 

△37,300

14,800

△8,190

△11,910

  役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △11,200 360

  退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,224 △85,637

＜後略＞ 
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(セグメント情報) 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

 (訂正前) 

当連結会計年度（自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日） 

 
耐火物等 

（千円） 

エンジニアリ

ング（千円）

不動産賃貸事

業（千円） 

計    

（千円） 

消去又は全社

（千円） 

連結   

（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高 5,220,256 1,252,261 313,119 6,785,636 － 6,785,636

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
11,407 － － 11,407 (11,407) －

計 5,231,303 1,252,261 313,119 6,796,683 (11,407) 6,785,636

営業費用 5,130,578 1,211,508 98,344 6,440,430 411,654 6,852,084

営業利益又は営業損失    

（△）  
101,085 40,753 214,775 356,613 (423,061) △66,448

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本  

的支出 
 

資産 5,716,026 24,710 961,168 6,701,904 2,427,962 9,129,866

減価償却費 210,422 4,209 37,835 252,466 47,772 300,238

資本的支出 152,302 57 － 152,359 3,626 155,985

 

(訂正後) 

当連結会計年度（自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日） 

 
耐火物等 

（千円） 

エンジニアリ

ング（千円）

不動産賃貸事

業（千円） 

計    

（千円） 

消去又は全社

（千円） 

連結   

（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高 5,220,256 1,252,261 313,119 6,785,636 － 6,785,636

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
11,407 － － 11,407 (11,407) －

計 5,231,303 1,252,261 313,119 6,796,683 (11,407) 6,785,636

営業費用 5,139,434 1,211,514 98,344 6,449,292 411,654 6,860,946

営業利益又は営業損失    

（△）  
92,229 40,747 214,775 347,751 (423,061) △75,310

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本  

的支出 
 

資産 5,716,026 24,710 961,168 6,701,904 2,427,962 9,129,866

減価償却費 210,422 4,209 37,835 252,466 47,772 300,238

資本的支出 152,302 57 － 152,359 3,626 155,985

 

 

 



 13

訂正箇所 20ページ 

(１株当たり情報) 

(訂正前) 

前連結会計年度 当連結会計年度 

（自 平成 20 年４月 １日 

  至 平成 21 年３月 31 日） 

（自 平成 21 年４月 １日 

  至 平成 22 年３月 31 日） 

１株当たり純資産額 181.28 円 １株当たり純資産額 187.88 円

１株当たり当期純損失金額(△) △10.63 円 １株当たり当期純利益金額 3.32 円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

１株当たり当期純損失であり、また潜在株式がないため、

記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在

株式がないため、記載しておりません。 

（注）算定上の基礎 

   １ １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） 

前連結会計年度 当連結会計年度 

項目 （自 平成 20 年４月 １日 

  至 平成 21 年３月 31 日） 

（自 平成 21 年４月 １日 

  至 平成 22 年３月 31 日） 

連結損益計算書上の当期純利益又は当期純損失

（△）（千円） 
△147,907 44,945

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）

（千円） 
△147,907 44,945

普通株式に帰属しない金額（千円） － －

普通株式の期中平均株式数（千株） 13,911 13,522

 

  ２ １株当たり純資産額 

前連結会計年度 当連結会計年度 
項目 

（平成 21 年３月 31 日）  （平成 22 年３月 31 日） 

連結貸借対照表上の純資産の部の合計額（千円） 2,462,666 2,549,849

普通株式に係る純資産額（千円） 2,451,232 2,540,461

差額の主な内訳（千円） 

 少数株主持分 11,434 9,388

普通株式の発行済株式数（千株） 14,090 14,090

普通株式の自己株式数（千株） 568 568

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株

式の数（千株） 
13,522 13,522
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(訂正後) 

前連結会計年度 当連結会計年度 

（自 平成 20 年４月 １日 

  至 平成 21 年３月 31 日） 

（自 平成 21 年４月 １日 

  至 平成 22 年３月 31 日） 

１株当たり純資産額 181.28 円 １株当たり純資産額 187.22 円

１株当たり当期純損失金額(△) △10.63 円 １株当たり当期純利益金額 2.67 円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

１株当たり当期純損失であり、また潜在株式がないため、

記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在

株式がないため、記載しておりません。 

（注）算定上の基礎 

   １ １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） 

前連結会計年度 当連結会計年度 

項目 （自 平成 20 年４月 １日 

  至 平成 21 年３月 31 日） 

（自 平成 21 年４月 １日 

  至 平成 22 年３月 31 日） 

連結損益計算書上の当期純利益又は当期純損失

（△）（千円） 
△147,907 36,083

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）

（千円） 
△147,907 36,083

普通株式に帰属しない金額（千円） － －

普通株式の期中平均株式数（千株） 13,911 13,522

 

  ２ １株当たり純資産額 

前連結会計年度 当連結会計年度 
項目 

（平成 21 年３月 31 日）  （平成 22 年３月 31 日） 

連結貸借対照表上の純資産の部の合計額（千円） 2,462,666 2,540,987

普通株式に係る純資産額（千円） 2,451,232 2,531,599

差額の主な内訳（千円） 

 少数株主持分 11,434 9,388

普通株式の発行済株式数（千株） 14,090 14,090

普通株式の自己株式数（千株） 568 568

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株

式の数（千株） 
13,522 13,522

 

以 上 

 


