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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

21年3月期第2四半期 5,758 ― 433 ― 423 ― 186 ―
20年3月期第2四半期 5,032 0.1 267 5.7 259 9.7 105 22.2

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

21年3月期第2四半期 20.06 ―
20年3月期第2四半期 11.23 ―

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

21年3月期第2四半期 8,970 2,953 28.3 273.64
20年3月期 8,068 2,802 30.3 262.53

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  2,542百万円 20年3月期  2,446百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 8.00 8.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 6.00 6.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  

詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。  

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 10,500 17.3 560 32.2 520 30.9 245 13.1 26.15

4.  その他 
(1) 期中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  

(2) 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  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 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（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もの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．最近の国際穀物市場における原料小麦相場の高騰が続き、相場変動に伴い政府の小麦売渡価格は昨年４月、同１０月に次いで本年４月には約３０％の値上げをう
けて、顧客への小麦粉の値上げをいたしました。さらに本年１０月には１０％の値上げが実施されましたが、漸く小麦相場は反落に転じ安定の兆しが見え、次の価格改定
期には値下げが見込まれます。外国産小麦の政府売渡価格の相場連動制について顧客のご理解が得られることが必要です。また、原材料価格高止まりによる諸コスト
上昇で、当期実績への影響が考えられます。 
２．上記の業績見通しにつきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社グループで合理的であると判断したものであります。見通しにつきましては多様な不確定
要因が含まれており、実際の業績はこれら見通しと異なる場合がありますのでご承知おき下さい。  

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） 21年3月期第2四半期  10,000,000株 20年3月期  10,000,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  707,864株 20年3月期  679,592株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  9,308,901株 20年3月期第2四半期  9,387,922株



定性的情報・財務諸表等 

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、サブプライムローンに端を発した金融市場の混乱、株価の下落

や原油、諸原材料高を背景に企業収益の悪化、設備投資や個人消費の冷え込み等景気は下降傾向で推移いたしまし

た。 

 製粉業界においては、原油、穀物等の騰貴による諸原材料価格の値上げが広がり、これらにより国際小麦相場高、

輸入付帯経費増と、厳しい経営環境となりました。また、平成１９年４月から外国産小麦の政府売渡価格相場連動制

が導入されたことにより、原料小麦の値上げが前年に引き続き、本年４月にも３０％、同１０月には１０％の値上げ

が実施されました。 

 このような厳しい経営環境の下、主力の製粉事業におきましては、経営の一層の効率化によるコスト・ダウンに努

め、また、顧客に対しては、原料小麦等の値上がりによる製品価格改定のご理解を得られるように尽力いたしまし

た。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、値上げ前の旺盛な仮需と製品価格改定によって、売上高は５７億

５千８百万円（前年同期比７億２千６百万円増、１４.４％増）となりました。 

 売上総利益は１１億９百万円（前年同期比１億６千１百万円増、１７.１％増）、営業利益は４億３千３百万円

（前年同期比１億６千６百万円増、６２.４％増）、経常利益は４億２千３百万円（前年同期比１億６千３百万円

増、６２.８％増）、当第２四半期連結累計期間の純利益は１億８千６百万円（前年同期比８千１百万円増、７７.

２％増）となりました。 

 （注）前年同四半期増減額及び増減率は参考として記載しております。 

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における総資産は８９億７千万円、前年同期比５億４千９百円増、６.５％増となり

ました。流動資産は４６億１千２百万円となり、前年同期比８億４千６百万円増、２２.５％増となりました。これ

は主として現預金が１億３千９百万円増、１８.０％増、棚卸資産６億８千１百万円増、４３.９％増によるものであ

ります。 

 固定資産は４３億５千８百万円となり、前年同期比２億９千６百万円減、６.４％減となりました。これは、有形

固定資産が３７億２千４百万円となり、前年同期比２億２千万円減、５.６％減、これは主として減価償却によるも

のであります。  

 投資その他の資産は６億３千万円となり、前年同期比７千７百万円減、１１.０％減、これは投資有価証券が株価

低落等により６千６百万円減、１４.２％減となったものであります。 

 当第２四半期連結会計期間末における負債総額は、６０億１千６百万円となり、前年同期比３億６千万円増、６.

４％増となりました。これは主として長短期借入金３億６百万円増、６.４％増によるものであります。 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産は、２９億５千３百万円で前年同期比１億８千８百万円増、６.８％増とな

りました。 

 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

 ①製粉事業 

 当社グループの主要事業である製粉事業におきましては、製品値上げ前の仮需と製品価格改定によって売上高は３

３億１千１百万円（前年同期比５億７千５百万円増、２１.０％増）、営業利益は３億３千２百万円（前年同期比１

億４千５百万円増、７８.１％増）となりました。 

 ②食品事業 

 食品事業におきましては、乾麺の春先の出荷が鈍かったものの、穀物相場高騰により食品全般の価格が上昇し、乾

麺商品の割安感や内食回帰もあり、加えて早い梅雨明けと７月の猛暑で需要が高まり、売上高は２３億２千９百万円

（前年同期比１億４千７百万円増、６.７％増）となり、営業利益は１億９千８百万円（前年同期比４千１百万円

増、２６.４％増）となりました。 

 ③畜産事業 

 畜産事業におきましては、品質本位の黒毛和牛の高級肉供給に努め、売上高は１億９千２百万円（前年同期比４千

３百万円増、２９.０％増）となりましたが、食肉市況の軟調と飼料高の影響によって、営業損失は２百万円（前年

同期比２千万円減、１１４.７％減）となりました。 

 ④その他の事業 

 その他の事業におきましては、売上高は３千万円（前年同期比９百万円減、２３.８％減）、営業利益は微減とな

りました。 



 （キャッシュ・フローの状況） 

 第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローは、１億５千６百万

円の支出となりました。これは主として税金等調整前当四半期純利益４億２千１百万円、減価償却費１億８千５百万

円、売上債権の増加による２億２千２百万円の支出、棚卸資産の増加による３億９千５百万円の支出によるものであ

ります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資により５千３百万円の支出となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、５億８千９百万円の収入となりました。これは主として長短借入金６億７

千３百万円の増加および配当金支払７千６百万円によるものであります。 

 この結果、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残高は９億１千２百万円となり前年同期比１億

３千９百万円の増加となりました。 

 （注）前年同四半期増減額及び増減率は参考として記載しております。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当社グループの今後の見通しにつきましては、原油や諸原材料価格の高止まり、米国のサブプライムローンに端を

発した金融不安や、円高、株安などの要因も重なり、景気は下降傾向が強まってまいりました。 

 製粉業界では、小麦の国際相場高騰を背景に平成１９年４月から外国産小麦の政府売渡価格相場連動制導入によっ

て、平成１９年４月、同１０月の値上げに引き続き平成２０年４月には３０％の値上げ、１０月には１０％の値上げ

となりました。９月より小麦の国際市況は反落に転じ、やがて市況は安定するものと見られ、次の政府売渡価格改定

期には値下げも予想されますが、諸原材料の高止まりのなか、収益環境の悪化は避けられず、製品価格改定は、顧客

のご理解が得られるかどうかにかかっております。 

 また、相次ぐ消費者物価の値上げにより、消費者の消費行動の変化が懸念され、さらに少子高齢化の進行による市

場の縮小懸念もあって、販売競争は一層激しさを増し、企業間格差拡大傾向が強まり、予断を許さない経営環境とな

ってまいりました。 

 バイオ燃料の需要増大等による世界的な穀物不足傾向やＷＴＯ（世界貿易機関）およびＦＴＡ（自由貿易協定）等

の今後の交渉経緯にも目が離せない状況となってまいりました。 

 当社は、食品産業の一員として、経営効率の徹底をはかり、食品の安全、安心の基本をモットーに人々の豊かな食

生活に貢献し、社会的責務を果たす所存でございます。 

 このような不透明な状況下ではありますが、通期の業績予想につきましては、原料小麦の値動きの大きさや最近時

の小麦相場の変動見込を考慮し、平成２０年５月２０日に公表いたしました業績予想を修正いたしました。 

４．その他 

（１）期中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） 

該当事項はありません。 

（２）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 

①たな卸資産の評価方法 

たな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額を見積り、簿価

切下げを行う方法によっております。 

  ②税金費用の計算 

 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、かつ、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、前連結会計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によっております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

（３）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 

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

 第１四半期連結会計期間より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務

諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②たな卸資産の評価基準及び評価方法 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として先入先出法による原価法によっておりまし

たが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月

５日）が適用されたことに伴い、主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

 なお、これによる当第２四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。 



（追加情報） 

有形固定資産の耐用年数の変更 

当社及び国内連結子会社の機械装置等の耐用年数については、第１四半期連結会計期間より、法人税法の改正

を契機として見直しを行い、変更しております。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は 19,578千

円、四半期純利益は 11,629千円それぞれ減少しております。 

 なお、セグメントに与える影響は、当該箇所に記載しております。 



５．四半期連結財務諸表 
（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20年９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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 912,320 531,881

受取手形及び売掛金 1,331,042 1,108,498

商品及び製品 1,103,470 1,224,793

原材料及び貯蔵品 1,130,570 613,595

繰延税金資産 48,456 43,281

その他 98,675 67,079

貸倒引当金 △12,299 △16,370

流動資産合計 4,612,237 3,572,758

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,566,490 1,604,766

機械装置及び運搬具（純額） 1,599,583 1,680,331

土地 475,104 475,104

建設仮勘定 7,500 1,000

その他（純額） 75,873 73,941

有形固定資産合計 3,724,551 3,835,144

無形固定資産   

その他 2,999 1,036

無形固定資産合計 2,999 1,036

投資その他の資産   

投資有価証券 402,330 422,277

長期貸付金 3,310 3,825

繰延税金資産 26,142 18,948

その他 209,781 225,433

貸倒引当金 △10,571 △10,571

投資その他の資産合計 630,994 659,913

固定資産合計 4,358,545 4,496,095

資産合計 8,970,783 8,068,853



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 189,227 145,606

短期借入金 5,010,060 4,261,310

未払法人税等 184,105 111,762

役員賞与引当金 2,000 5,000

その他 335,438 369,368

流動負債合計 5,720,831 4,893,047

固定負債   

長期借入金 109,210 184,240

退職給付引当金 67,699 58,951

その他 119,204 130,066

固定負債合計 296,113 373,258

負債合計 6,016,945 5,266,305

純資産の部   

株主資本   

資本金 500,000 500,000

資本剰余金 67,638 67,638

利益剰余金 2,089,827 1,977,650

自己株式 △165,379 △158,309

株主資本合計 2,492,085 2,386,979

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 50,635 59,875

評価・換算差額等合計 50,635 59,875

少数株主持分 411,116 355,693

純資産合計 2,953,837 2,802,548

負債純資産合計 8,970,783 8,068,853



（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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 5,758,788

売上原価 4,649,482

売上総利益 1,109,306

販売費及び一般管理費 675,322

営業利益 433,983

営業外収益  

受取利息 135

受取配当金 5,373

助成金収入 1,577

その他 9,296

営業外収益合計 16,382

営業外費用  

支払利息 26,189

その他 1,037

営業外費用合計 27,226

経常利益 423,139

特別利益  

固定資産売却益 183

貸倒引当金戻入額 5,912

特別利益合計 6,095

特別損失  

固定資産売却損 1,692

固定資産除却損 2,581

関係会社株式評価損 3,906

特別損失合計 8,180

税金等調整前四半期純利益 421,055

法人税等 175,026

少数株主利益 59,285

四半期純利益 186,743



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 421,055

減価償却費 185,589

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,071

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,747

受取利息及び受取配当金 △5,509

支払利息 26,189

有形固定資産売却損益（△は益） 1,508

有形固定資産除却損 2,581

関係会社株式評価損 3,906

未払消費税等の増減額（△は減少） △12,269

売上債権の増減額（△は増加） △222,544

たな卸資産の増減額（△は増加） △395,652

仕入債務の増減額（△は減少） 45,846

未払債務の増減額（△は減少） △10,804

その他 △71,059

小計 △26,485

利息及び配当金の受取額 5,509

利息の支払額 △26,976

法人税等の支払額 △108,425

営業活動によるキャッシュ・フロー △156,379

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 △53,920

有形固定資産の売却による収入 2,807

無形固定資産の取得による支出 △2,215

投資有価証券の取得による支出 △304

貸付金の回収による収入 515

投資活動によるキャッシュ・フロー △53,118

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） 750,000

長期借入金の返済による支出 △76,280

自己株式の取得による支出 △7,199

自己株式の売却による収入 125

配当金の支払額 △73,324

少数株主への配当金の支払額 △3,384

財務活動によるキャッシュ・フロー 589,937

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 380,439

現金及び現金同等物の期首残高 531,881

現金及び現金同等物の四半期末残高 912,320



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

　　（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

a.事業の種類別セグメント情報

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

 
製粉事業
（千円）

食品事業
（千円）

畜産事業
（千円）

その他の
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
3,212,635 2,322,452 192,893 30,806 5,758,788 － 5,758,788

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
98,409 6,969 － 51 105,429 (105,429) －

計 3,311,045 2,329,421 192,893 30,857 5,864,218 (105,429) 5,758,788

営業利益又は営業損失

（△）
332,237 198,725 △2,645 142 528,459 (94,475) 433,983

　（注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業の主な製品等

事業区分 主要製品

製粉事業 　小麦粉、ふすま等の製造販売

食品事業 　素麺、冷麦、干しうどん等の製造販売

畜産事業 　肉牛の肥育及び販売

その他の事業 　その他商品等の販売

３．追加情報

　　（当第２四半期連結累計期間）

　　　　当社及び国内連結子会社の機械装置の耐用年数については、第１四半期連結会計期間より、法人税法の

改正を契機として見直しを行い、変更しております。

　当該変更により、当第２四半期連結累計期間において製粉事業セグメントは 19,405千円、全社又は消去

は 392千円それぞれ営業利益が減少し、畜産事業セグメントは 220千円営業利益が増加しております。

b.所在地別セグメント情報

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）
　本邦以外の国又は地域に所在する支店及び連結子会社がないため、記載しておりません。

c.海外売上高

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）
　海外売上高がないため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

　該当事項はありません。

－ 1 －



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  5,032,657 100.0

Ⅱ　売上原価  4,085,191 81.2

売上総利益  947,466 18.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費  680,290 13.5

営業利益  267,175 5.3

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 136   

２．受取配当金 5,212   

３．受入助成金　 1,669   

４．その他　 12,786 19,805 0.4

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 24,781   

２．その他 2,256 27,038 0.5

経常利益  259,942 5.2

Ⅵ　特別損失    

１．固定資産除却損 1,364   

２．関係会社株式評価損 7,200 8,564 0.2

税金等調整前中間純利益  251,377 5.0

法人税、住民税及び事業税 111,542   

法人税等調整額 △8,314 103,228 2.1

少数株主利益  42,757 0.8

中間純利益  105,391 2.1

－ 1 －



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益 251,377

減価償却費 159,405

貸倒引当金の増減額　 △1,276

退職給付引当金増減額 22,039

役員退職慰労引当金増減額　 △72,235

受取利息及び受取配当金 △5,349

支払利息　 24,781

有形固定資産除却損　 1,364

関係会社株式評価損　 7,200

未払消費税等の増減額　 13,556

売上債権の増減額　 △366,149

棚卸資産の増減額　 183,669

仕入債務の増減額　 40,484

その他営業関係債権債務増減額 △25,039

その他　 73,078

小計 306,906

利息及び配当金の受取額 5,349

利息の支払額　 △26,106

法人税等の支払額　 △72,038

営業活動によるキャッシュ・フロー 214,110

㈱増田製粉所（2008）平成 21 年３月期　第２四半期決算短信
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前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅱ　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 △83,098

投資有価証券の取得による支出　 △199

貸付金の回収による収入　 785

その他　 1,530

投資活動によるキャッシュ・フロー △80,982

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の増減 260,000

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　 △257,420

配当金の支払額　 △55,769

少数株主への配当金支払額　 △3,384

その他　 △3,334

財務活動によるキャッシュ・フロー 240,091

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 373,219

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 400,072

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末残高 773,292

㈱増田製粉所（2008）平成 21 年３月期　第２四半期決算短信
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（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

製粉事業
（千円）

食品事業
（千円）

畜産事業
（千円）

その他の
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 2,669,485 2,173,287 149,483 40,400 5,032,657 － 5,032,657

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
66,475 8,993 － 50 75,520 (75,520) －

計 2,735,961 2,182,281 149,483 40,450 5,108,177 (75,520) 5,032,657

営業費用 2,549,411 2,025,097 131,439 39,895 4,745,843 19,637 4,765,481

営業利益 186,549 157,184 18,043 555 362,333 (95,158) 267,175

㈱増田製粉所（2008）平成 21 年３月期　第２四半期決算短信

－ 4 －


	㈱増田製粉所（2008） 平成21年3月期 第2四半期決算短信: ㈱増田製粉所（2008） 平成21年3月期 第2四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -
	- 11 -: - 11 -
	- 12 -: - 12 -
	- 13 -: - 13 -


