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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年3月21日～平成22年9月20日） 

（注）営業収益は売上高と営業収入の合計であります。 

(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）

営業収益 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 ％ 百万円 ％

23年3月期第2四半期 3,316 △2.1 3,070 △2.4 173 91.5 241 47.7 131 64.4
22年3月期第2四半期 3,387 2.1 3,146 2.8 90 △54.1 163 △34.7 79 △12.3

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3月期第2四半期 8.40 ―
22年3月期第2四半期 4.87 ―

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3月期第2四半期 4,412 2,805 63.6 182.72
22年3月期 4,243 2,813 66.3 179.69

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  2,805百万円 22年3月期  2,813百万円

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  
 

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3月期 ― 2.00 ― 2.00 4.00
23年3月期 ― 2.00
23年3月期 

（予想）
― 2.00 4.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年3月21日～平成23年3月20日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
（注）営業収益は売上高と営業収入の合計であります。 

営業収益 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 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 6,386 0.2 5,917 0.1 179 39.1 254 5.3 110 15.4 7.02



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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表示 
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を実
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 
上記の業績見通しは、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。実際の業績等は、業況の変化により、上記予想数値と異なる
場合があります。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ― 社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 16,040,558株 22年3月期  17,040,558株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  686,840株 22年3月期  1,385,113株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 15,611,879株 22年3月期2Q 16,385,562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わが国経済は、一部に持ち直しの兆しがみられるものの、雇用情勢は依然と

して厳しく、個人消費の低迷、円高の進行やデフレなど、依然として先行きの不透明な状況で推移いたしました。

外食産業におきましても、消費者の節約志向、外食の抑制などにより、企業経営環境は厳しい状況が続いており

ます。 

このような状況のもと当社グループ（当社及び連結子会社、以下同じ。）は、「食」への安心・安全の確保はも

とより、お客様の信頼を 優先にして現状の改善を進めております。ハード・ソフトの両面からお客様に新しい価

値観を提供することを重要課題として取り組み、店舗改装による店舗イメージの刷新、ひとつひとつの食材の見直

し、より高品質・より健康志向の商品を開発して提供することに注力しております。そして「接客が素晴らしい」

といわれるサービスの維持向上に努めております。 

「食」の安心への取り組みとして、本年７月、８番らーめんフランチャイズチェーンで販売する「８番餃子」の

主要原材料を国内産食材に切り替えました。８月には「８番餃子」の、より向上した品質を知っていただくための

キャンペーン「８番餃子 食材国産化セール」を実施いたしました。 

当第２四半期連結累計期間末の当社グループの店舗展開の状況につきましては、加盟店６店舗（国内３店舗・海

外３店舗）、直営店１店舗を新規開店する一方、加盟店７店舗（国内２店舗・海外５店舗）、直営店１店舗の閉店

があり、店舗数は248店舗（前期同期比５店舗減、うち国内１店舗・海外４店舗）となっております。その内訳

は、らーめん事業143店舗、和食事業11店舗、海外94店舗であります。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は30億70百万円（前年同期比2.4％減）となり、営業収益（売

上高とロイヤリティ収入等の合計）は33億16百万円（前年同期比2.1％減）となりましたが、営業利益は１億73百

万円（前年同期比91.5％増）、経常利益は２億41百万円（前年同期比47.7％増）、四半期純利益は１億31百万円

（前年同期比64.4％増）を確保することができました。 

  

事業の部門別の状況につきましては次のとおりであります。 

（ＦＣ部門） 

８番らーめんフランチャイズチェーン事業においては、立地変化に対応したスクラップアンドビルドや店舗改

装による店舗イメージの刷新、より高品質・より健康志向の商品の提供、接客サービスの維持向上に取り組んで

おりますが、依然として厳しい状況が続いております。このような状況のもとではありますが、「８番餃子」の

国内産食材への切り替えに伴うキャンペーン「８番餃子 食材国産化セール」の実施に加え、８月の記録的な猛

暑は、冷めん・ざるらーめんなどの冷やし物メニューの販売が伸長し、客単価を押し上げました。好天による来

店客数の増加も加わり、売上高の伸長に寄与いたしました。 

海外出店活動は、既存出店地域での「８番らーめん」ブランドの確立、新規出店、スクラップアンドビルドに

取り組んでおります。４月から５月にかけて生じたタイ王国バンコク市街地での騒乱は、一部店舗の休業を余儀

なくされるなどの影響を受けましたが、市街地を離れた店舗は活況を呈し、エリア全体では前年売上を確保でき

ております。 

当第２四半期連結累計期間における店舗展開の状況は、新規出店６店舗（国内３店舗・海外３店舗）、閉店が

７店舗（国内２店舗・海外５店舗）ありました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間末の加盟店舗数は218店舗（国内124店舗・海外94店舗）（前年同期比４

店舗減、うち海外４店舗）、加盟店向け製商品売上高は12億77百万円（前年同期比3.0％増）となりました。 

（直営部門） 

直営部門においては、和食事業直営店「野ふうど高尾庵」を新規に開店いたしました。また、らーめん事業直

営店を１店舗閉店いたしました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間末店舗数は30店舗（前年同期比１店舗減）、売上高は13億84百万円（前

年同期比5.4％減）となりました。 

（外販部門） 

当社製品を主要販売品目とする外販部門は、生麺ブランド「八番麺工房（はちばんめんこうぼう）」を国内各

地の生活協同組合様、量販店様を中心に販売の拡大に努めておりますが、利益重視の販売方針のもと、販売効率

をより高めるべく販売チャネルの見直しを進めたことにより、売上高は４億８百万円（前年同期比7.7％減）と

なりました。  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

当第２四半期連結累計期間末における資産の残高は、前連結会計年度末に比べ１億68百万円増加して44億12百

万円（前連結会計年度比4.0％増）となりました。これは主に売掛金89百万円と現金及び預金64百万円が増加した

ことによるものであります。 

（負債） 

当第２四半期連結累計期間末における負債の残高は、前連結会計年度末に比べ１億76百万円増加して16億７百

万円（前連結会計年度比12.4％増）となりました。これは主に短期借入金が１億38百万円減少したものの、長期

借入金２億12百万円と未払法人税等77百万円が増加したことによるものであります。 

（純資産） 

当第２四半期連結累計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ７百万円減少して28億５百万

円（前連結会計年度比0.3％減）となりました。これは主に利益剰余金が99百万円増加したものの、自己株式の取

得によるマイナスが98百万円増加および評価・換算差額金のマイナスが９百万円増加したことによるものであり

ます。 

  

② キャッシュ・フローの分析 

当第２四半期連結累計期間におけるの現金及び現金同等物（以下「現金」という）は、短期借入金の純減１億98

百万円、有形固定資産の取得による支出１億12百万円、自己株式の取得による支出98百万円などがあったものの、

長期借入による収入３億円や税金等調整前四半期純利益２億38百万円があったことにより、前連結会計年度末に比

べ、65百万円増加し、当第２四半期連結累計期間末現金は４億53百万円（前年同期比9.0％減）となりました。  

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、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） 

営業活動によって得られた資金は、２億30百万円（前年同期比12.3％増）となりました。これは主に税金等調

整前四半期純利益２億38百万円（前年同期比60.3％増）があったこと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） 

投資活動によって使用した資金は、１億11百万円（前年同期比30.1％増）となりました。これは主に、有形固

定資産の取得よる支出１億12百万円（前年同期比10.9％減）があったことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によって使用した資金は、54百万円（前年同期比11.4％減）となりました。これは主に、長期借入に

よる収入３億円（前年同期比３億円増）があったものの、短期借入金の純減額１億98百万円(前年同期比２億32百

万円減）や自己株式の取得による支出98百万円(前年同期比97百万円増)があったことによるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成22年４月30日に公表しました内容から変更はありません。  

   

（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 簡便な会計処理 

法人税等の算定方法 

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。 

 ② 特有の会計処理 

該当事項はありません。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 該当事項はありません。 

  

（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22年９月20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３月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 456,180 391,415

売掛金 449,634 360,290

商品及び製品 54,982 59,439

原材料及び貯蔵品 28,534 29,542

繰延税金資産 58,402 53,953

その他 108,729 95,883

貸倒引当金 △235 △713

流動資産合計 1,156,229 989,811

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 855,410 841,658

機械装置及び運搬具（純額） 82,475 72,874

工具、器具及び備品（純額） 86,335 84,860

土地 1,079,594 1,079,594

建設仮勘定 750 －

有形固定資産合計 2,104,566 2,078,988

無形固定資産 44,354 54,892

投資その他の資産   

投資有価証券 294,878 310,875

長期貸付金 2,520 －

関係会社出資金 59,920 59,920

差入保証金 357,498 358,294

保険積立金 242,574 244,724

繰延税金資産 93,410 89,290

その他 82,876 83,745

貸倒引当金 △26,188 △26,851

投資その他の資産合計 1,107,491 1,119,999

固定資産合計 3,256,412 3,253,879

資産合計 4,412,642 4,243,690
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月20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３月20日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 222,005 209,450

短期借入金 198,412 336,420

未払法人税等 103,009 25,753

賞与引当金 86,627 78,631

未払費用 236,078 228,672

その他 45,981 53,898

流動負債合計 892,115 932,825

固定負債   

長期借入金 241,257 28,789

長期未払金 256,920 256,920

長期預り保証金 216,830 211,925

固定負債合計 715,008 497,635

負債合計 1,607,123 1,430,460

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,518,454 1,518,454

資本剰余金 1,151,650 1,481,671

利益剰余金 373,457 273,484

自己株式 △225,158 △457,136

株主資本合計 2,818,404 2,816,474

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12,885 △3,244

評価・換算差額等合計 △12,885 △3,244

純資産合計 2,805,518 2,813,229

負債純資産合計 4,412,642 4,243,690
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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21年３月21日 
 至 平成21年９月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成22年９月20日) 

売上高 3,146,255 3,070,532

売上原価 1,570,419 1,516,948

売上総利益 1,575,836 1,553,583

営業収入 241,615 245,711

営業総利益 1,817,452 1,799,295

販売費及び一般管理費   

運賃 139,951 142,732

役員報酬 59,293 55,744

給料及び手当 618,793 584,470

賞与引当金繰入額 76,824 75,967

退職給付費用 9,539 9,375

役員退職慰労金 30,487 －

地代家賃 140,458 129,812

水道光熱費 90,141 84,620

減価償却費 64,359 57,752

その他 497,254 485,770

販売費及び一般管理費合計 1,727,104 1,626,246

営業利益 90,348 173,049

営業外収益   

受取利息 1,389 3,883

受取配当金 40,590 39,844

受取地代家賃 31,578 34,736

受取保険料 807 2,081

受取手数料 22,174 14,599

設備賃貸料 8,024 7,948

その他 4,235 4,578

営業外収益合計 108,801 107,673

営業外費用   

支払利息 1,620 3,070

賃貸費用 30,656 32,939

その他 3,097 2,846

営業外費用合計 35,375 38,856

経常利益 163,774 241,865

特別利益   

固定資産売却益 － 2,571

特別利益合計 － 2,571

特別損失   

固定資産除却損 3,484 296

減損損失 11,673 5,871

特別損失合計 15,158 6,167

税金等調整前四半期純利益 148,616 238,269

法人税、住民税及び事業税 67,200 109,200

法人税等調整額 1,546 △2,214

法人税等合計 68,747 106,985

四半期純利益 79,869 131,283
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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21年３月21日 
 至 平成21年９月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成22年９月20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 148,616 238,269

減価償却費 83,654 83,323

為替差損益（△は益） 864 △225

減損損失 11,673 5,871

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △230,187 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,105 7,996

貸倒引当金の増減額（△は減少） △978 △1,141

受取利息及び受取配当金 △41,980 △43,728

支払利息 1,620 3,070

有形固定資産除却損 3,484 296

有形固定資産売却損益（△は益） － △2,571

売上債権の増減額（△は増加） △52,037 △89,344

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,547 5,464

仕入債務の増減額（△は減少） 36,105 12,555

長期未払金の増減額（△は減少） 256,920 －

その他 2,141 2,274

小計 226,552 222,111

利息及び配当金の受取額 41,980 43,728

利息の支払額 △1,667 △2,727

法人税等の支払額 △61,247 △32,243

営業活動によるキャッシュ・フロー 205,617 230,869

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） － 300

有形固定資産の取得による支出 △126,182 △112,448

有形固定資産の売却による収入 － 2,819

無形固定資産の取得による支出 △1,110 △1,180

差入保証金の差入による支出 △30,500 △8,106

差入保証金の回収による収入 2,443 8,901

貸付けによる支出 － △3,750

貸付金の回収による収入 70,000 2,400

投資活動によるキャッシュ・フロー △85,349 △111,063

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） 34,000 △198,000

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 △27,745 △27,540

社債の償還による支出 △35,000 －

自己株式の取得による支出 △554 △98,043

配当金の支払額 △32,773 △31,383

財務活動によるキャッシュ・フロー △62,072 △54,966

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,156 225

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 57,039 65,064

現金及び現金同等物の期首残高 441,604 388,715

現金及び現金同等物の四半期末残高 498,644 453,780
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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21年３月21日 至平成21年９月20日） 

 食品事業（食品製造加工販売、飲食店フランチャイズチェーン事業および飲食店の経営等）の売上高及び営

業損益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業損益の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超で

あるため、記載を省略しております。 

当第２四半期連結累計期間（自平成22年３月21日 至平成22年９月20日） 

 食品事業（食品製造加工販売、飲食店フランチャイズチェーン事業および飲食店の経営等）の売上高及び営

業損益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業損益の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超で

あるため、記載を省略しております。  

〔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21年３月21日 至平成21年９月20日） 

 当社および連結子会社は、国内に所在しているため、所在地別の売上高及び営業損益についての記載は行っ

ておりません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自平成22年３月21日 至平成22年９月20日） 

 当社および連結子会社は、国内に所在しているため、所在地別の売上高及び営業損益についての記載は行っ

ておりません。 

 〔海外売上高〕 

前第２四半期連結累計期間（自平成21年３月21日 至平成21年９月20日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

当第２四半期連結累計期間（自平成22年３月21日 至平成22年９月20日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

  

 該当事項はありません。  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

（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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（１）生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績 

（注）１．金額は、製造原価によって表示しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

② 商品仕入実績 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

③ 受注状況 

 当社グループは、見込み生産を行っておりますので、受注状況については記載すべき事項はありません。  

４．補足情報

区分 

前第２四半期連結累計期間
自 平成21年３月21日 
至 平成21年９月20日 

当第２四半期連結累計期間
自 平成22年３月21日 
至 平成22年９月20日 

増減額 

金額 構成比 金額 構成比 金額 前期比 

  千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 

生麺類  346,089  60.7  310,797  54.3  △35,292  △10.2

タレ類  70,659  12.4  70,694  12.3  35  0.1

餃子類  153,526  26.9  190,985  33.4  37,459  24.4

合計  570,275  100.0  572,477  100.0  2,202  0.4

区分 

前第２四半期連結累計期間
自 平成21年３月21日 
至 平成21年９月20日 

当第２四半期連結累計期間
自 平成22年３月21日 
至 平成22年９月20日 

増減額 

金額 構成比 金額 構成比 金額 前期比 

  千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 

米飯類  112,939  11.4  101,956  10.8  △10,982  △9.7

肉類  194,606  19.6  169,616  18.0  △24,989  △12.8

スープ類  27,663  2.8  27,032  2.9  △630  △2.3

野菜魚介類  199,362  20.1  219,219  23.3  19,856  10.0

調味料類  114,140  11.5  79,336  8.4  △34,804  △30.5

備品消耗品類  42,161  4.2  40,668  4.3  △1,492  △3.5

その他  301,935  30.4  302,182  32.1  247  0.1

合計  992,809  100.0  940,013  100.0  △52,795  △5.3

株式会社ハチバン（9950） 平成23年3月期　第2四半期決算短信

　 9 / 10



④ 販売実績 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

⑤ 部門別売上実績 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

区分 

前第２四半期連結累計期間
自 平成21年３月21日 
至 平成21年９月20日 

当第２四半期連結累計期間
自 平成22年３月21日 
至 平成22年９月20日 

増減額 

金額 構成比 金額 構成比 金額 前期比 

製品 

  千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 

生麺類  508,381  15.0  486,558  14.7  △21,822  △4.3

タレ類  149,427  4.4  149,387  4.5  △40  △0.0

餃子類  217,432  6.4  211,814  6.4  △5,618  △2.6

小計  875,242  25.8  847,760  25.6  △27,481  △3.1

商品 

米飯類  109,407  3.2  99,717  3.0  △9,690  △8.9

肉類  208,817  6.2  207,978  6.3  △838  △0.4

スープ類  93,475  2.8  86,127  2.6  △7,347  △7.9

野菜魚介類  62,715  1.9  111,211  3.3  48,496  77.3

調味料類  72,611  2.1  77,447  2.3  4,836  6.7

備品消耗品類  52,929  1.6  54,324  1.6  1,395  2.6

その他  207,154  6.1  201,144  6.1  △6,009  △2.9

小計  807,110  23.8  837,952  25.2  30,842  3.8

製品商品計  1,682,352  49.7  1,685,713  50.8  3,361  0.2

直営店売上計  1,463,903  43.2  1,384,818  41.8  △79,084  △5.4

売上高計  3,146,255  92.9  3,070,532  92.6  △75,723  △2.4

営業収入計  241,615  7.1  245,711  7.4  4,095  1.7

営業収益計  3,387,871  100.0  3,316,243  100.0  △71,628  △2.1

区分 

前第２四半期連結累計期間 
自 平成21年３月21日 
至 平成21年９月20日 

当第２四半期連結累計期間 
自 平成22年３月21日 
至 平成22年９月20日 

増減額 

営業収益 
[売上高] 

構成比 
営業収益 
[売上高] 

構成比 
営業収益 
[売上高] 

前期比 

  千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 

ＦＣ部門 
 1,482,034  43.8  1,523,343  45.9  41,309  2.8

 [1,240,418]  [39.4]  [1,277,632]  [41.6]  [37,213]  [3.0]

直営部門 
 1,463,903  43.2  1,384,818  41.8  △79,084  △5.4

 [1,463,903]  [46.5]  [1,384,818]  [45.1]  [△79,084]  [△5.4]

外販部門 
 441,934  13.0  408,081  12.3  △33,852  △7.7

 [441,934]  [14.0]  [408,081]  [13.3]  [△33,852]  [△7.7]

合計 
 3,387,871  100.0  3,316,243  100.0  △71,628  △2.1

 [3,146,255]  [100.0]  [3,070,532]  [100.0]  [△75,723]  [△2.4]
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