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大阪証券取引所への「改善報告書」提出のお知らせ 

 

 

 当社は、平成２２年６月１５日付で大阪証券取引所から、「ＪＡＳＤＡＱ等における有価証券上場規

程の特例」第１５条の７第１項第１号の規程に基づき、その経緯及び改善措置を記載した報告書（以下、

「改善報告書」）の提出を求められておりましたが、本日別紙のとおり提出いたしましたので、お知ら

せいたします。 

当社は、「改善報告書」に記載した施策を当社グループの全役員および全社員が一丸となって確実に

実行していく所存でございます。今後ともご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 
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１． 決算短信の訂正に至る経緯及び決算内容の訂正内容・理由 
 

（１） 不適切な会計処理の発覚と決算内容の訂正に係る開示状況 

 
   平成２１年１２月中旬に、監査法人による子会社である株式会社ダイヤテック（以下「ダ

イヤテック」という。）への第２四半期レビューを実施した際に、一部得意先に対する売

掛金の滞留が確認され、ダイヤテックより当該滞留が得意先未検収に起因するものである

との報告を受けました。 

監査法人による第３四半期レビューの実施にあたり、ダイヤテックに対し検収状況の確

認資料の提出依頼があり、また、アーム電子監査役会にその旨報告がありました。 

アーム電子監査役は、当該事実に関し、調査を行ったところ、ダイヤテックにおいて不

適切な会計処理が行われていたことが判明いたしました。 

   これにより当社は、平成２２年２月２２日「当社連結子会社における不適切な会計処理

の判明について」を開示しました。また同時にその調査を行うため、内部調査委員会が設

置され調査を開始しました。公表時点において、不適切な会計処理の対象期間を平成２１

年４月から平成２１年１０月までとして報告いたしましたが、前年度財務諸表への影響も

含めた本件の全容解明のため、調査委員会により不適切な会計処理が行われていた期間の

確定調査、不適切な会計処理による平成２２年５月期の損益への影響額、および不適切な

会計処理の手法や発生の原因、ならびにその背景について慎重な分析を行い、平成２２年

5 月期第１四半期、第２四半期の財務諸表への正確な影響額が判明し、不適切な会計処理

により処理された額が確定いたしました。 

   これらの調査内容について、内部調査委員会はアーム電子に報告し、これを受けアーム

電子は平成２２年４月９日「当社連結子会社における不適切な会計処理に関する調査結果

のご報告」「平成２２年５月期第１四半期決算短信の一部訂正に関するお知らせ」及び「平

成２２年５月第２四半期決算短信の一部訂正に関するお知らせ」を開示しました。併せて

関東財務局及び大阪証券取引所に、同内容についての説明を行い、報告書を提出しました。 

 

 
（２） 調査委員会設置の経緯と調査内容 

 
1）調査委員会の設置の経緯 

 
 アーム電子は、ダイヤテックにおける不適切な会計処理が発覚したことを受け、平成

２２年２月２２日、ダイヤテックの業務及び経営に直接関与しない、中立的な立場で内

部的視点から調査可能なメンバーを選出し当委員会を設置しました。 

  調査委員会のメンバーは以下のとおりです。 
 
   委員長   アーム電子常務取締役              倉内  英樹 

 3



   委 員   アーム電子取締役設計本部長           癸生川 文正 
   委 員   アーム電子内部監査室室長            山本  祐治 
   委 員   アーム電子非常勤社外監査役 （公認会計士）   鈴木  秀孝 
                   
   上記４名は、ダイヤテックの株式がアーム電子に譲渡されて以降、ダイヤテックの経営 

及び業務に携わっておらず、不適切な会計処理に関与する余地がないものを選出し調査を 

行いました。 

   
  2）調査内容 

 
平成２２年２月２２日の公表時点において、不適切な会計処理の対象期間を平成２１年

４月から平成２１年１０月までとして報告しましたが、前期財務諸表への影響も含めた全

容解明のため、調査委員会により不適切な会計処理が行われていた期間の確定調査、不適

切な会計処理による平成２１年度の損益への影響額、及び不適切な会計処理への関与者、

その手法や発生の原因、ならびにその背景について慎重な分析を行い、平成２2 年 5 月期

第１四半期及び第２四半期の修正すべき金額が判明し、不適切な会計処理による財務諸表

への正確な影響額が確定しました。 

   また、不適切な会計処理への関与者についての個人別ヒヤリング調査、証拠資料による

検証等を実施いたしました。 

 
① 調査委員会による調査及び検証事項 

    調査委員会における調査及び検証事項の内容は以下のとおりです。 

 
   (a) 会計検証 

イ．架空売上処理の検証 

  架空売上処理の実態を調査することにより、同様の手法、更にその他の手法での

不正が行われていないかを検証いたしました。 

 
ロ．仕掛品と製品の評価額の検証 

  月次ベースの棚卸高算出プロセスの妥当性及び生産システムより抽出された原

価計算基礎資料の正確性を精査後、適切な数量・単価・評価額を再計算し、各月

で計上された数量・単価・評価額との比較検証を行いました。 

 
ハ．合計残高試算表の検証 

  時系列変化、月次残高増減分析を行い、その手法での不正が行われていないかを

検証いたしました。 

 
ニ．資産の実在性の検証 
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   売掛金の残高確認のため、アーム電子への売掛金を除く平成２１年３月末、平

成２１年１２月末時点の残高に対して９２%（３月末）、８４％（１２月末）の

カバレッジで取引先への確認手続きを実施しました。 

   また、１２月末残高に関しては、平成２２年１月以降の現預金および手形によ

る回収状況を確認しました。 

 
(b) 面談確認調査 

不適切な会計処理に関与していた５名に対し、以下の日付でヒヤリングを実施いた 

しました。 

 
       イ．常務取締役        ２月２２日、３月３日、３月１１日 

ロ．製造本部長        ３月３日、 ３月５日 

ハ．管理部長         ２月２２日、３月３日、３月２４日 

ニ．営業部長         ２月２２日、３月６日 

ホ．生産管理課長       ３月１１日 

 
(c) 不適切な会計処理が行われた期間の検証 

不適切な会計処理が行われていた対象期間を確定する為、以下の事項を検証いたし 

ました。 

 
イ． 平成２１年３月末時点の売掛金回収状況の検証 

ロ． 該当者各々の自認書及び証言の検証 

ハ． 生産管理システムの売上データとそれに関連するすべての帳票類の検証 

ニ． 該当者各々のパーソナルコンピューター及びサーバー内の保存ファイルの

内容確認 

         
これらにより、平成２１年３月末時点の売掛金がすべて回収されていること、不適 

切な会計処理に関与した各々の自認書の期間を示す内容および証言が一致している

こと、また、生産管理システムの売上データとそれに関連するすべての帳票類を確認

した際に、架空売上を行った月別の実績数値表・製品出荷時に添付されるべき現品票

が発見され、これらの検証の結果、平成２１年４月から平成２１年１０月までの期間

が対象になることが確認されましたが、次月以降不適切な会計処理が行われていない

か、同様の調査を実施いたしました。 

その結果、不適切な会計処理の対象期間は平成２１年４月から平成２１年１０月で

あることが判明いたしました。 

 

 
    (d) 証拠資料による検証 
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      不適切な会計処理における証拠書類について、以下の事項を検証しました。 

 
イ． 不適切な会計処理に使用された現品票と生産管理システムの売上管理データ

の照合 

ロ． 製品マスターカードの受注履歴と不適切な会計処理に使用された現品票の照

合 

ハ． 不適切な会計処理の該当者使用パーソナルコンピューターおよびサーバー内

保存ファイルの内容確認 

 

 
3）調査結果 

 
 ① 修正金額 

   調査の結果、ダイヤテックの平成２２年 5 月期第１四半期及び第２四半期における損

益への影響額が判明いたしました。 

なお、影響額については、アーム電子およびアーム電子の連結子会社である菱光電

子工業株式会社とダイヤテックとの取引において当該不適切な会計処理はなかった為、

アーム電子の第１四半期及び第２四半期連結財務諸表上の影響額についても同様であ

る事が判明いたしました。 
 

    ② 不適切な会計処理への関与者  

    不適切な会計処理については、以下の事由により該当者５名が関与して行ったことが判

明いたしました。 

 
(a) 不適切な会計処理については、該当者に対するヒヤリングを行った結果、該当者 

５名のみが関与していたこと（該当者へのヒヤリングは、不適切な会計処理の手

法、発生の原因、およびその背景を明らかにし、正確性を期するため１名ずつ実

施しました。）を、各々から確認しました。 

(b)  不適切な会計処理については、該当者各々の自認書により、製造本部長と管理部

長で考案し、常務取締役及び帯営業部長はそれを黙認、生産管理課長は製造本部

長から強要させられたことを確認しました。 

(c) 不適切な会計処理を行った手法について、該当者全員の証言が一致し、その証拠

帳票類が発見され、不適切な会計処理を行ったことが裏付けられました。 

 
また、不適切な会計処理には、以下の事由により該当者以外の社員が関与した事実はな

いことが判明いたしました。 
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(d) 該当者に対するヒヤリングにおいて、該当者以外の者が本件不適切な会計処理に 

関与していない旨、各々から証言されました。 

(e) 不適切な会計処理については、該当者全員の自認書により、製造本部長と管理部

長で考案し、常務取締役及び営業部長はそれを黙認、生産管理課長は製造本部長

から強要させられたことが確認されました。 

(f) 不適切な会計処理を行った手法について、該当者全員の証言が一致しているこ 

とが確認されました。 

 
さらに、不適切な会計処理には、以下の事由によりアーム電子の役員・管理部門全員が

関与した事実はないことが判明いたしました。 

 
(g) 既述のとおり、該当者に対するヒヤリングにおいて、該当者以外の者が不適切な

会計処理に関与していない旨、各々から証言されました。 

(h) アーム電子の役員・管理部門全員に対するヒヤリングにおいて、不適切な会計処

理に関与したことがない旨、全員から証言されました。 

 （アーム電子役員・管理部門に対するヒヤリングは、外的立場にある鈴木秀孝・山

本祐治の２名で実施しました。） 

 
なお、調査結果から不適切な会計処理に、得意先の外部取引先各位の関与は認められま

せんでした。 

 

 
    ③ 不適切な会計処理を行った手法 

      具体的な手法は以下の２つの方法によるものであることが判明いたしました。 

 
(a) 特定取引先の架空の注文を作り上げ、売上計上し、かさ上げ操作を行った。 

(b) かさ上げ操作により生じた異常値を免れる為、架空に仕入原価を増減させ、増減

額分について利益操作を行った。 

 

      

 
（３）過年度決算短信の訂正 

    
① 訂正内容 

訂正額については以下のとおりであり、アーム電子及びアーム電子の連結子会社であ

る菱光電子工業株式会社とダイヤテックとの取引において当該不適切な会計処理はな

かった為、アーム電子の第１四半期及び第２四半期連結財務諸表上の修正額について

も同様である事が判明いたしました。 
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     不正に改竄した項目は、売上高と売上原価であります。売上高については第１四半

期１３０百万円、第２四半期９５百万円、第２四半期累計では２２６百万円の架空計

上額です。売上原価については、第１四半期３百万円、第２四半期４８百万円、第２

四半期累計では５１万円の架空計上額であります。                  

また、特別損失については、期首棚卸資産の決算における修正額であり、棚卸資産

評価における棚卸資産評価額計算の違いから、前期損益修正損として特別損失での処

理を行いました。 

 
決算数値の修正額                     （単位：百万円） 

 平成22年5月期 平成22年5月期 平成22年5月期 

 第１四半期 第２四半期 第２四半期累計 

売上高 ▲130 ▲95 ▲226 

売上原価      ▲3 ▲48        ▲ 51 

売上総利益 ▲127 ▲47 ▲175 

営業利益 ▲127 ▲47 ▲175 

経常利益 ▲127 ▲47 ▲175 

特別損失 ▲19 －        ▲19 

当期純利益 ▲147 ▲47 ▲194 

    

純資産額の増減 ▲147 ▲194  

純資産額 954 827 

 

 

 
（４）過年度決算短信の訂正が投資者及び証券市場に与えた影響 

   
    当社が公表した過年度決算短信等の訂正内容が、株主、投資家ならびに関係者に多大な

るご迷惑をおかけし、証券市場の信頼を損ねる結果になったことを真摯に受け止め反省し

ております。さらに当子会社の不適切な会計処理に基づく過年度の訂正金額の影響等につ

いては、証券市場全体への不信感を与え、信頼性を著しく損なう結果を招いたと認識して

おり、深くお詫び申し上げます。 

 
 

２．不適切な会計処理を行った原因 

 
（１）ダイヤテックにおける原因 
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1) コンプライアンス意識の欠如 

 
平成２１年４月度から大口売上顧客の受注額が大きく減少し、このままでは予算達成で

きないことが予測でき、売上達成へのプレッシャーと、売上が上がらない為、工場の稼動

が落ち込み閉鎖になった場合、職を失うかも知れないという不安感が、不適切な会計処理

を行った該当者全員の共通の意識としてあったことが、ヒヤリングで確認されています。 

このことから、不適切な会計処理に関与した者全員の行動は、いかなる介入が存在しよう

とも役員および管理職に携わる者が本来持つべき基本的な法律遵守精神、職務倫理観が、

欠落していたと言わざるをえません。 

 

   
  ２）内部通報制度の不徹底 

 
内部通報制度が周知徹底されていれば、不適切な会計処理を発見できた可能性が高いと

考えられます。 

ヒヤリングの結果、生産管理課長は不適切な会計処理に罪悪感をおぼえており、製造本

部長に指摘をしていたことが判明しております。しかしながら、正式な被通報者として規

定されている非常勤監査役に通報せず、内部通報制度を利用していなかったことから、内

部通報制度は形式的には存在していたものの、実質的には機能していませんでした。 

 

   
（２）アーム電子における原因 

 
1）ダイヤテックに対するアーム電子の日々の業務確認 

 
不適切な会計処理が行われたことでの業務不備として、ダイヤテックの日々の業務内容

に対し、アーム電子による日々の管理、確認が十分に行われていなかったことが、考えら

れます。不適切な会計処理が行われた手口に対し、ダイヤテック生産販売管理における受

注業務、生産業務プロセス、帳票類の確認及び伝票と注文書の照合等のアーム電子による

日々の管理が十分にされておりませんでした。 

また、従前のアーム電子の取締役会ではアーム電子単体での月次決算報告書のみの承認

が行われており、アーム電子の連結及びダイヤテック単体での月次決算報告書の承認は行

われていませんでした。ダイヤテックの月次決算報告書はダイヤテックの代表取締役社長

を兼任しているアーム電子代表取締役が報告を受けるのみであったため、アーム電子の取

締役会では付議されていませんでした。また、アーム電子経理部の内容確認が行われてい

ませんでした。 
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２）内部監査制度の不十分さ及び監査役監査の不備 

 
従前よりアーム電子内部監査室によりダイヤテックの内部監査を実施しておりました

が、今回の不適切な会計処理を発見できませんでした。 

その理由としては伝票の入力業務と承認業務が同一人で行われていた内部統制上の不

備がありました。 

また、これについて内部監査室がその状況を把握できていませんでした。 

加えて、監査の対象部門責任者が不適切な会計処理の該当者であることや他部門の責任

者も共謀していたことから発見は極めて難しい状況であったことが考えられます。内部監

査では本来実施すべき販売管理システムへの入力業務と承認業務を行うそれぞれの部門

について監査を行うべきでしたが、ダイヤテック管理部門を信頼していた為監査項目自体

が簡素化され、充分な監査が行われていませんでした。 

    監査対象部門の責任者へのヒヤリング及び帳票類の確認が充分実施されていれば、不適

切な会計処理が発見できた可能性があると考えられます。 

    また、アーム電子の監査役監査においては、ダイヤテックに常勤監査役がいなかったこ

ともあり、適切にその業務への監査を行うべきでしたが、十分に行われていなかったと考

えられます。 

毎月のダイヤテック取締役会議出席と取締役のヒヤリング監査を行い、取締役業務執行

確認書での質疑応答、不適切事項有無の確認、取締役会議での業務報告を重視していたた

め、リスクの発見には至りませんでした。 

 

 

３．改善・再発防止策 
 

この度の不適切な会計処理が行われた原因は、ダイヤテック内部の問題とアーム電子の

ダイヤテックに対する管理不足によるものであると考えております。                 

ダイヤテック内部の問題としては、コンプライアンス意識の欠如が挙げられ、ダイヤテ

ック役員及び従業員に対するコンプライアンス教育を徹底してまいります。 

また、内部通報制度が十分機能しておらず、内部通報ができやすい環境づくりをしてま

いります。            

アーム電子のダイヤテックに対する管理不足として、各部門での日々の業務チェック、

事後チェックとしての内部監査及び監査役監査が、十分に行われていなかったことが挙げ

られ、再発防止に向けて以下の項目を重点課題として掲げ、全社を挙げて取り組んでまい

ります。 

 

 
（１） ダイヤテック内の管理体制の強化 

 10



 
１） コンプライアンス教育・指導の更なる充実 

現在、幹部向けのコンプライアンス教育や、経営層からのトップダウン方式によるコン

プライアンスへの取組は推進しております。 

不適切な会計処理がコンプライアンス遵守推進を果たすべき役員と管理部門によるも

のだったことに鑑み、管理者レベルの内部統制推進者を中心とした小集団活動において、

職務上の倫理の徹底や間違った意識の排除などについての勉強会を平成２２年 4 月より

実施しております。すでに平成２２年６月２９日までの実績に関しては、6 回実施し

ております。（添付資料、資料－1）今後の計画としましては、毎月２回以上の計画を

実施してまいります。 
  とくに、従来十分でなかった職務権限、職務分掌に関する研修を、役員及び従業員に対

して新たに設けて実施し、上司と部下の間での「事前の報告・連絡・相談と明確な指示」

を研修で幅広く徹底いたします。 

        また、新任の経理担当者全員に対し、研修を新設し、経理業務に必要な「いかなる介

入が存在しようとも取引を実態通りに把握し、会計に反映させる会計業務に携わるものが

本来持つべき職務倫理観」などの職務倫理と職位に係る責務の徹底などの内容を充実させ、

受講の義務化を図ってまいります。なお、第一回の研修は新任経理担当部長に対し、平成

２２年６月８日に「経理業務の本来あるべき形について」を実施しております。（添付資

料、資料－1）                        

 
２）内部通報制度の充実 

   以前の内部通報制度では被通報者が普段会社に常駐しない非常勤監査役であったため、

不適切な会計処理において、内部通報制度が活用されませんでした。 

それを受け、常勤監査役及び顧問弁護士に通報することで通報者を保護する制度に改定

しました。 

また、内部通報制度の周知が足りなかった為、社員の誰もが内部通報をできる環境をつ

くり、社内に周知徹底してまいります。 

 
 3）ダイヤテック管理部門全員からの誓約書の取得 

   現場への意識改革のため、過去において不適切な会計処理がないこと、今後不適切な

会計処理を一切行わないことにつき、すべての役員及び管理部門が自署した誓約書を取得

し、また、今後当該職位に新任で就く者には、同様に不適切な会計処理を行わない旨の誓

約書を取得し、意識の醸成を図ってまいります。 

 
（２）ダイヤテックに対するアーム電子の日々の業務確認 

 
 1) アーム電子のダイヤテックに対する管理項目の強化 

   ダイヤテックの日々の業務に対し確認、管理ができていなかったことへの対処として、 
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不適切な会計処理が発覚して以降、アーム電子事業管理部において、ダイヤテックの顧客 

からの注文書と売上金額の照合を日々実施することとし、架空売上の防止を図ってまいりま

す。 

債権回収金についても、顧客からダイヤテック口座への入金通知をアーム電子事業管理 

部とオンライン接続し、日々入金状況を確認できるようにしたことで、回収金の遅れ等の発

見を早期にできるようにしております。 

    また、アーム電子経理部において 3 ヶ月毎にダイヤテックに赴き、貸借対照表・損益計算

書の数値確認、領収書と出金伝票の照合、買掛金と支払金の精査等を実施しておりましたが、

その頻度を月毎とし、チェックリスト（添付資料、資料－２，３，４）を作成し、確認を徹

底して行っております。加えて、アーム電子経理部が、ダイヤテック単体の月次決算報告書

と顧客からの注文書を照合し、確認した上で、アーム電子取締役会でこれを承認することに

しました。さらに、今後、アーム電子取締役会では、アーム電子単体での月次決算書の承認

のみならず、アーム電子グループ連結及びダイヤテック単体月次決算書の承認も毎月行って

まいります。 

 
２） 組織、人事の強化 

 
  今回の不適切な会計処理の発見が遅れた原因として、非常勤監査役のみの配置で、常勤

監査役が配置されていなかったことが考えられます。 

管理体制強化のため、ダイヤテック常勤監査役を４月１日付けで配置しました。 

また、アーム電子出身の常勤取締役を配置することについての検討も行っており、決定

次第速やかに配置する予定です。その間においてアーム電子取締役が週３回程度、終日に

おいて日々の業務を管理、指導していきます。 

 
（３）内部監査制度の強化及び監査役監査の強化 

 
1) 内部監査制度の強化 

 
    調査委員会からの指摘のとおり、内部監査室の機能が不十分であり、形式的な業務監査

を行うにとどまり、リスク評価に基づく内部監査ができておりませんでした。 

    今回の不適切な会計処理の手口に対し、受注業務の入力と承認の権限分離がなされず、

その一連の業務が一部門によって行なわれていたため発見ができなかったことへの是正

措置として、受注業務を２部門に分担し、注文書の記録、生産販売管理システムへの入力

は、営業部が担当、承認を営業部上長が行い、注文書と入力した内容の照合を生産管理課

が担当することとしました。 

    従前の内部監査では内部統制上のリスク評価とそれに対応した内部監査が出来ていな

かったことの改善として、今後の内部定期監査時においては内部統制の観点を意識し、不

正の隠蔽や誤謬、他部門との共謀などの可能性も考えたうえでの内部監査を実施していき
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ます。 

 また、不適切な会計処理が行われる以前の監査内容は、ヒヤリングが主体となっていま

したが、今後以下の内容を強化します。 

 
     ａ．４月１日より配置された常勤監査役との連携をとり、ダイヤテック内のコンプラ

イアンスの教育状況についてモニタリングを実施していきます。 

     ｂ．以前は実施していなかった、貸借対照表の資産の部及び負債の部、損益計算書、

製造原価報告書、原価計算基礎資料のチェックリスト（添付資料、資料－２，３，

４）の運用及びその実施状況についての精査をしていきます。 

7 月より実施を開始いたします。 

     ｃ．同様に、以前実施していなかった、売上債権回転期間推移表を作成し、債権の回

収状況についての確認を実施してまいります。 

 
２）監査役監査の強化 

 
    ダイヤテックに常勤監査役がいなかったこともあり、アーム電子監査役監査が適切に行

われておらず、リスクの発見には至りませんでした。 

ダイヤテック常勤監査役を配置し、アーム電子監査役との連携を密にし、リスクの管理

状況、業務監査の結果について、ならびにその他についての報告聴取、意見交換等を定期

的に行い、業務全般が適切に行われているかを確認してまいります。 

また、各取締役とのヒヤリングは年に２度でしたが、四半期毎にヒヤリング監査を行い、 

業務執行状況について確認を実施してまいります。 

 さらに、内部監査実施時の立会いはしていませんでしたが、今後は実施に立会いするとと 

もに、以前は実施していなかった各部門別の業務監査を年に 1 度実施し、潜在している

リスクがないか等の確認も行い不正行為の防止につとめてまいります。 

 
４．おわりに 

 
当社は、平成２２年４月９日公表しましたとおり、不適切な会計処理に関与した５名に対

し、当社の就業規則に反し、さらに経済的損失を与えたことから、厳正な処分をいたしまし

た。 

    社内処分の内容としましては、不適切な会計処理の中心人物である製造本部長、管理部長

の２名を懲戒解雇処分、他の３名は解雇処分としました。 

  また、不適切な会計処理は、当社の経営全般に対して重大な影響を与えたことから、経営

管理責任、及び社会的責任、道義的責任を鑑み、取締役及び監査役において、３カ月間、報

酬の３０％を返上することとし実行しております。 

     この度の不適切な会計処理により、株主、投資家の皆様、お取引様、その他関係者の皆様

に多大なご迷惑とご心配をお掛けしましたことを、改めて深くお詫び申し上げます。 
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  また、当社は今般の改善報告書の提出に至った事実を真摯に受け止め、今後は、本改善報

告書に記載しました改善策を全社一丸となり着実に実行し、風土改革・意識改革を実現し、

グループ全役職員が皆様からの信頼を回復するよう努力してまいります。 

 
   なお、各改善策の実施状況及び運用状況につきましては、改善報告書の提出から６カ月経

過後、提出を義務付けられております改善状況報告書を、速やかに提出させていただく予定

であります。 

                                      以上 
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