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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 18,041 △5.6 217 △54.2 271 △47.0 180 △24.6

21年3月期第2四半期 19,118 ― 475 ― 512 ― 239 ―

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

22年3月期第2四半期 8.76 ―

21年3月期第2四半期 11.30 ―

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月期第2四半期 27,752 14,667 51.6 696.54
21年3月期 29,970 14,723 47.4 684.52

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  14,328百万円 21年3月期  14,213百万円

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

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

21年3月期 ― 4.00 ― 5.00 9.00
22年3月期 ― 4.00

22年3月期 
（予想）

― 5.00 9.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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  無  
 

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 43,000 △1.6 750 △31.5 850 △29.3 520 △6.1 25.24

1



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、４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、４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. 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及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお 
 り、実際に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。 
  なお、上記予想に関する事項は四半期決算短信４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。 
2. 予想１株当たり当期純利益の算出に関しましては、９月末時点において合理的に算出可能な予想期中平均株式数（20,601,378株）を使用しております。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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） 22年3月期第2四半期 20,878,217株 21年3月期  20,878,217株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  307,847株 21年3月期  114,410株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 20,632,385株 21年3月期第2四半期 21,217,181株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用情勢に一段と厳しさが増しているものの、企
業収益の減少のテンポが緩やかになるなど持ち直しの動きがみられてきました。一方で、世界景気の下
振れ懸念など、景気を下押しするリスクが継続しております。 
 北海道経済においても、一部に持ち直しの動きが見られるものの、先行きについては、引き続き国内
外の経済情勢に留意する必要があります。 
 また、当社グループの主な事業領域である情報通信市場は、ブロードバンドサービスの普及や新サー
ビスの登場等により大きく変化しており、お客様獲得に向けた厳しい競争状況が続いております。 
 このような状況において、当社グループは「中期経営計画」(平成20年度～22年度)のもと、グループ
企業価値の向上を目指し、グループ全社あげての業務改善およびグループトータルコストの削減に努め
ております。 
 連結経営成績につきましては、長引く景気停滞による厳しい受注環境の影響を受け、売上高は18,041
百万円(前年同四半期比5.6％減)となりました。損益面につきましては、前年度好調だった情報通信サ
ービス事業の利益が減少したことにより、営業利益は217百万円(前年同四半期比54.2％減)、経常利益
は271百万円(前年同四半期比47.0％減)、四半期純利益180百万円(前年同四半期比24.6％減)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。 

(百万円未満切捨て)

 
  

（情報通信設備事業） 

光ファイバー関連のエリア拡大傾向の鈍化が続く厳しい状況の中、需要対応工事の増加により、売上
高は前年同四半期より390百万円増加し12,969百万円に、営業利益は前年同四半期より17百万円減少し
237百万円となりました。 

  

(情報通信サービス事業) 

厳しい受注環境の中、プロジェクト管理の徹底や選別受注の強化に取り組みましたが、売上高は前年
同四半期より868百万円減少し4,073百万円、営業利益は前年同四半期より270百万円減少し178百万円と
なりました。 

  

(販売リース事業) 

低迷が続く北海道内の景気動向による企業の設備投資減少等の影響を受け、リース関連の販売等が減
少したことにより、売上高は前年同四半期より545百万円減少し2,454百万円となったものの、新リース
会計導入の影響等から営業利益は前年同四半期より17百万円増加し129百万円となりました。 

  

・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

事業の種類別 
セグメント名称

連結売上高
(百万円)

連結営業利益 
(百万円)

前第２四半期 
連結累計期間

当第２四半期
連結累計期間

増減
前第２四半期
連結累計期間

当第２四半期 
連結累計期間

増減

情報通信設備事業 12,578 12,969 390 254 237 △ 17

情報通信サービス事業 4,941 4,073 △ 868 449 178 △ 270

販売リース事業 3,000 2,454 △ 545 112 129 17

消去又は全社 △ 1,401 △ 1,455 △ 53 △ 340 △ 327 12

合 計 19,118 18,041 △ 1,077 475 217 △ 257
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当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末（以下「前期末」という。）に比
べ2,218百万円（7.4％）減少の27,752百万円となりました。流動資産は売上債権などの減少により前期
末に比べ1,960百万円（12.7％）減少の13,494百万円、固定資産は258百万円（1.8％）減少の14,257百
万円となりました。 
 負債合計は、借入金などの減少により前期末に比べ2,161百万円（14.2％）減少の13,084百万円とな
りました。 
 純資産合計は、配当金の支払いなどにより前期末に比べ56百万円（0.4％）減少の14,667百万円とな
りました。 
 以上の結果、自己資本比率は前期末の47.4％から51.6％に増加し、第２四半期末発行済株式にもとづ
く１株当たり純資産は、前期末の684.5円から696.5円に増加しました。 
  

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は854百万円となり、前年同四半期と比較
して91百万円増加し、前連結会計年度末より449百万円減少となりました。 
 当第２四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの前年同四半期に対する増減
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） 

当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期に比べ2,036百万円
減少の1,990百万円となりました。 
  当第２四半期連結累計期間における収入の主な内訳は、前連結会計年度末に計上された売上債権の回収
3,525百万円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） 

当第２四半期連結累計期間における投資活動の結果、382百万円の支出となり、前年同四半期に比べ247
百万円支出が減少しました。 
 使用した資金の主な内訳は、固定資産の取得による415百万円であります。 
  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果、2,057百万円の支出となり、前年同四半期に比べ
1,873百万円支出が減少しました。 
 使用した資金の主な内訳は、短期借入金及び長期借入金の返済1,909百万円によるものであります。 

  

当第２四半期における業績は概ね計画どおりに進捗しており、当社グループの通期の業績予想につき
ましては、現在のところ平成21年５月13日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 
  

  

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

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の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末
の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 
  また、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
額を見積り、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 

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. 連結財政状態に関する定性的情報

  (1) 財政状態の分析

 (2) キャッシュ・フローの状況

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 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
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４．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定
する方法によっております。 
 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ので、前連結会計年度末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。 
  

  完成工事高および完成工事原価の計上基準の変更 
請負工事に係る収益の計上基準については、工事完成基準を適用しておりましたが、「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)および「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)を第１四半期連結会計期間
より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第２四半期連結会計期間末ま
での進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(進捗率の見積り
は原価比例法、又は出来高数量にもとづき算定する方法)を、その他の工事については工事完成
基準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売上高は876,594千円、売上総利益、営業利益、経
常利益及び税金等調整前四半期純利益は88,670千円増加しております。 
 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

(2) 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
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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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 945,574 1,394,280

受取手形及び売掛金 1,254,142 1,618,229

完成工事未収入金 5,294,733 8,457,878

リース投資資産 1,684,909 1,782,314

未成工事支出金 3,353,762 1,415,989

商品及び製品 25,669 26,447

仕掛品 89,991 83,736

原材料及び貯蔵品 129,377 136,299

繰延税金資産 403,622 352,909

その他 364,485 273,913

貸倒引当金 △52,067 △87,612

流動資産合計 13,494,201 15,454,388

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,084,161 4,131,343

土地 3,759,076 3,741,915

その他（純額） 2,475,449 2,673,195

有形固定資産合計 10,318,688 10,546,454

無形固定資産 287,235 338,593

投資その他の資産   

投資有価証券 1,439,404 1,316,235

長期貸付金 92,975 111,605

繰延税金資産 1,523,429 1,603,372

その他 644,716 640,713

貸倒引当金 △48,601 △40,988

投資その他の資産合計 3,651,925 3,630,938

固定資産合計 14,257,848 14,515,985

資産合計 27,752,050 29,970,373
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,166,840 1,296,679

工事未払金 1,499,950 1,631,977

短期借入金 1,230,000 2,305,000

1年内返済予定の長期借入金 1,618,832 1,668,832

未払法人税等 131,254 263,352

賞与引当金 575,964 419,947

その他の引当金 5,356 42,533

その他 951,355 1,059,052

流動負債合計 7,179,554 8,687,375

固定負債   

長期借入金 1,111,474 1,895,890

退職給付引当金 3,765,879 3,740,130

役員退職慰労引当金 199,611 214,017

負ののれん 271,052 137,107

再評価に係る繰延税金負債 362,025 363,159

その他 195,078 208,857

固定負債合計 5,905,120 6,559,162

負債合計 13,084,675 15,246,537

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,432,939 1,432,939

資本剰余金 9,080 9,080

利益剰余金 13,245,950 13,167,639

自己株式 △68,295 △25,365

株主資本合計 14,619,674 14,584,293

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 213,323 132,350

土地再評価差額金 △504,932 △503,353

評価・換算差額等合計 △291,609 △371,003

少数株主持分 339,310 510,546

純資産合計 14,667,374 14,723,836

負債純資産合計 27,752,050 29,970,373
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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20年４月１日 

 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

売上高 19,118,883 18,041,783

売上原価 16,889,377 16,081,777

売上総利益 2,229,505 1,960,006

販売費及び一般管理費 1,753,624 1,742,030

営業利益 475,881 217,975

営業外収益   

受取利息 2,893 1,924

受取配当金 18,242 15,997

負ののれん償却額 13,156 25,504

その他 68,735 61,790

営業外収益合計 103,028 105,216

営業外費用   

支払利息 41,618 27,044

賃貸費用 15,568 15,384

その他 9,310 9,014

営業外費用合計 66,498 51,443

経常利益 512,411 271,749

特別利益   

貸倒引当金戻入額 17,649 27,095

役員退職慰労引当金戻入額 21,766 －

受取保険金 24,250 －

その他 6,802 6,024

特別利益合計 70,468 33,119

特別損失   

減損損失 108,522 －

固定資産除却損 － 11,389

投資有価証券評価損 － 10,807

その他 55,182 11,826

特別損失合計 163,704 34,022

税金等調整前四半期純利益 419,175 270,845

法人税、住民税及び事業税 173,096 118,934

法人税等調整額 61,818 △26,699

法人税等合計 234,915 92,234

少数株主損失（△） △55,447 △2,038

四半期純利益 239,707 180,649
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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20年４月１日 

 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21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 419,175 270,845

減価償却費 940,058 591,533

減損損失 108,522 4,089

負ののれん償却額 △13,156 △25,504

貸倒引当金の増減額（△は減少） △49,224 △27,931

退職給付引当金の増減額（△は減少） 116,599 25,748

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △125,012 △14,406

賞与引当金の増減額（△は減少） 31,301 156,016

受取利息及び受取配当金 △21,136 △17,921

支払利息 41,618 27,044

持分法による投資損益（△は益） 4,540 5,241

固定資産除売却損益（△は益） 4,555 8,708

リース投資資産の増減額（△は増加） － 97,404

売上債権の増減額（△は増加） 6,472,336 3,525,279

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,467,994 △1,936,327

仕入債務の増減額（△は減少） △955,373 △261,865

未払消費税等の増減額（△は減少） △273,345 △95,546

未成工事受入金の増減額（△は減少） 92,620 123,712

その他 19,435 △177,776

小計 4,345,523 2,278,344

利息及び配当金の受取額 21,078 17,972

利息の支払額 △38,082 △24,569

確定拠出型年金への移行に伴う支払額 △20,594 △24,095

法人税等の支払額 △281,346 △257,174

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,026,578 1,990,478

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 △19,255 △25,493

定期預金の払戻による収入 67,093 25,067

投資有価証券の取得による支出 △191 △207

投資有価証券の売却による収入 1,900 2,100

固定資産の取得による支出 △893,751 △415,983

固定資産の売却による収入 204,023 5,012

貸付けによる支出 △35,764 △9,090

貸付金の回収による収入 41,648 32,723

子会社株式の取得による支出 △12,258 △8,672

その他 17,366 12,399

投資活動によるキャッシュ・フロー △629,189 △382,144
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（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９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） △2,940,000 △1,075,000

長期借入金の返済による支出 △844,015 △834,416

自己株式の取得による支出 △37,971 △43,109

自己株式の売却による収入 334 154

配当金の支払額 △106,445 △103,893

少数株主への配当金の支払額 △2,524 △1,201

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,930,623 △2,057,465

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △533,233 △449,131

現金及び現金同等物の期首残高 1,296,034 1,303,246

現金及び現金同等物の四半期末残高 762,800 854,115
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該当事項はありません。 

  

  

  

  

 
  

  

 
(注)１ 事業区分の方法 

  事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

    ２ 各事業区分 

 
    ３ 会計処理基準に関する事項の変更 

（完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更) 

「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」に記載のとおり、「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)および「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)を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連

結会計期間に着手した工事契約から、当第２四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認

められる工事については工事進行基準(進捗率の見積りは原価比例法、又は出来高数量にもとづき算定する方

法)を、その他の工事について工事完成基準を適用することに変更しております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の売上高は情報通信設備事業が

654,899千円、情報通信サービス事業が238,801千円、営業利益は情報通信設備事業が38,344千円、情報通信サ

ービス事業が50,326千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】

【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20年４月１日 至 平成20年９月30日)

情報通信 
設備事業 
(千円)

情報通信
サービス事業

(千円)

販売リース
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

12,368,492 4,739,477 2,010,913 19,118,883 ― 19,118,883

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

210,483 201,808 989,290 1,401,583 (1,401,583) ―

計 12,578,976 4,941,286 3,000,203 20,520,466 (1,401,583) 19,118,883

  営業利益 254,146 449,416 112,528 816,092 (340,210) 475,881

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日)

情報通信 
設備事業 
(千円)

情報通信
サービス事業

(千円)

販売リース
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

12,785,205 3,801,904 1,454,674 18,041,783 ― 18,041,783

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

183,934 271,293 1,000,067 1,455,295 (1,455,295) ―

計 12,969,139 4,073,198 2,454,741 19,497,079 (1,455,295) 18,041,783

  営業利益 237,028 178,977 129,823 545,829 (327,854) 217,975

情報通信設備事業 …… 電気通信設備・電気設備・無線システム・その他設備工事全般の設

計、施工、保守およびサービス、警備業、労働者派遣業に関する事業

情報通信サービス事業 …… 情報・通信のシステムソリューション、ソフトウェアの開発、情報通

信機器等の販売・据付工事および保守、通信回線利用サービスに関す

る事業

販売リース事業 …… 事務機器等の販売、リース・レンタルに関する事業
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在外連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

在外連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

【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20年４月１日 至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日)

【海外売上高】

前第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)

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日)

(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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6. その他の情報

「参考資料」

【セグメント別受注高及び売上高の状況】

（単位：千円)

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年９月30日) 増減金額

増減率
(％)

       金   額
構成比
 (％)

     金  額
構成比
 (％)

受 
  
注  
  
高

前  
  

期  
  

繰  
  

越  
  

高

情報通信設備事業 9,012,952 92.0 8,115,960 93.3 △896,992 △10.0

情報通信サービス事業 786,482 8.0 582,034 6.7 △204,448 △26.0

販売リース事業 ― ― ─ ─ ─ ─

合        計 9,799,434 100.0 8,697,994 100.0 △1,101,440 △11.2

当 
  
期 
  
受 
  
注 
  
高

情報通信設備事業 24,458,585 76.6 25,557,821 81.4 1,099,235 4.5

情報通信サービス事業 5,444,077 17.1 4,376,901 14.0 △1,067,176 △19.6

販売リース事業 2,010,913 6.3 1,454,674 4.6 △556,239 △27.7

合        計 31,913,576 100.0 31,389,396 100.0 △524,179 △1.6

売
情報通信設備事業 12,368,492 64.7 12,785,205 70.9 416,712 3.4

上
情報通信サービス事業 4,739,477 24.8 3,801,904 21.1 △937,573 △19.8

高
販売リース事業 2,010,913 10.5 1,454,674 8.0 △556,239 △27.7

 合        計 19,118,883 100.0 18,041,783 100.0 △1,077,099 △5.6

受 情報通信設備事業 21,103,045 93.4 20,888,575 94.8 △214,469 △1.0

注 情報通信サービス事業 1,491,082 6.6 1,157,031 5.2 △334,051 △22.4

残 販売リース事業 ― ― ─ ─ ─ ─

高 合        計 22,594,127 100.0 22,045,607 100.0 △548,520 △2.4

㈱つうけん（1940）平成22年3月期第2四半期決算短信

13




