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（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成していますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ていません。 

２．売上高には、消費税等は含まれていません。 

３．第62期第１四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

(企業会計基準第25号  平成22年６月30日)を適用し、遡及処理しています。 

４．第62期第１四半期連結累計期間及び第62期の潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため記載していません。 

５．第63期第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四

半期純損失であり、又潜在株式が存在しないため記載していません。 

  

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容に

ついて、重要な変更はありません。 

また、主要な関係会社についても異動はありません。 

第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第62期

第１四半期 
連結累計期間

第63期
第１四半期 
連結累計期間

第62期

会計期間
自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日

自  平成23年４月１日 
至  平成23年６月30日

自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日

売上高 (千円) 1,778,255 1,425,215 7,076,174

経常利益又は経常損失(△) (千円) 75,329 △107,291 268,153

四半期(当期)純利益 
又は四半期純損失(△)

(千円) 15,464 △110,660 135,302

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △82,797 △165,942 61,830

純資産額 (千円) 7,445,875 7,369,385 7,586,982

総資産額 (千円) 10,013,789 9,915,265 10,275,762

１株当たり四半期(当期)純利益金額 
又は１株当たり四半期純損失金額
(△)

(円) 0.59 △4.30 5.25

潜在株式調整後１株当たり 
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 74.3 74.3 73.8

２ 【事業の内容】



当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。 

なお、重要事象等は存在していません。 

  

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結はありません。 

  

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものです。 

当第１四半期連結累計期間の当社グループの売上高については、鉄道・防災向け市場の需要増加があったもの

の、本年３月に発生した東日本大震災の影響にて販売得意先の生産減少、特に車載向け市場での大幅な生産減少の

結果、前年同四半期の売上高を下回りました。その結果、総売上高は、前年同四半期比19.9％減少し、14億２千５

百万円となりました。 

収益面につきましては、売上高に対応したコスト体系の維持、収率改善等のコストダウンを徹底して推進しまし

たが、売上高の減少を補いきれず、営業損失１億１千９百万円（前年同四半期比１億７千８百万円悪化）、経常損

失１億７百万円（前年同四半期比１億８千２百万円悪化）、四半期純損失１億１千万円（前年同四半期比１億２千

６百万円悪化）となりました。 
  

セグメントの業績は次のとおりです。 
  

売上高は、車載向けおよび小型携帯電子機器向けの販売が減少した結果、前年同四半期比19.6％減少し、11億

３千１百万円となり、セグメント損失は６百万円（前年同期比１億１千８百万円悪化）となりました。 

売上高は、携帯電話、デジタルビデオカメラなどの小型携帯電子機器向けの販売が減少した結果、前年同四半

期比27.8％減少し、２億４百万円となり、セグメント利益は１千７百万円（前年同四半期比75.0％減）となりま

した。 

主として、フィルムコンデンサの売上高が、主に産業機器向けの販売が堅調に推移した結果、前年同四半期比

2.2％増加し、８千８百万円となりましたが、セグメント損失は７百万円（前年同期比９百万円悪化）となりま

した。 

  

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は、５千４百万円です。 

  

当社グループの直面する事業環境については、東日本大震災直後の需要急減から復興に伴い需要急増が予想され

る一方で、原子力発電問題を発端とする電力不足に伴う増産への対応が懸念されます。また、東日本大震災以降も

続く円高基調やタンタル材料価格の高止まりなど、当社グループを取り巻く経営環境はこれからも厳しさを増すも

のと予想されます。 

当社グループといたしましては、コストダウンを推進して引き続き現状の売上高に対応したコスト体系を維持す

る一方、顧客毎にきめ細かい対応を実施し品質・価格・納期・環境対応等の製品に対する満足度の向上実現に一層

努力します。 

また、開発戦略目標としては、下面電極構造タイプの導電性高分子タンタルコンデンサのラインアップの拡充及

び高電流・高電圧に対応するヒューズの開発を実施し市場投入を図ります。営業戦略目標としては、顧客の汎用品

質低価格ニーズへ対応する製品及び下面電極構造タイプの導電性高分子タンタルコンデンサの販売を強化するとと

もに、海外売上高の拡大を推進します。生産戦略目標としては、収率向上等の継続的なコストダウンを実施し原材

料価格上昇への対応を図ります。 

  

第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

２ 【経営上の重要な契約等】

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

①タンタルコンデンサ事業

②回路保護素子事業

③その他

(2) 研究開発活動

(3) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し



  

当社グループは、平成23年３月期に黒字転換し、経営環境の変化に即した柔軟な会社運営を行うことを基本とし

て、平成23年４月１日を起点とする３年間の中期経営計画を策定しました。 

一定の売上高で営業黒字となるように全社における徹底したコストダウン及び費用管理を継続して実践し、連結

営業黒字体質の確立に努める所存です。 

(4) 経営者の問題認識と今後の方針について



  

 
  

  

 
  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

 
  

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

  

第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 78,383,013

計 78,383,013

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成23年６月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成23年８月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 26,220,000 26,220,000
大阪証券取引所
(市場第二部)

単元株式数は1,000株です。

計 26,220,000 26,220,000 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

(4) 【ライツプランの内容】

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成23年６月30日 ― 26,220,000 ― 2,219,588 ― 3,341,270

(6) 【大株主の状況】



  

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載すること

ができませんので、直前の基準日である平成23年3月31日の株主名簿により記載しています。 

平成23年３月31日現在 

 
（注）１  「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権１個)

含まれています。 

２  「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式619株が含まれています 

  

  

平成23年３月31日現在 

 
  

該当事項はありません。 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 476,000

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

25,508,000
25,508 ―

単元未満株式  
普通株式 236,000 ― ―

発行済株式総数 26,220,000 ― ―

総株主の議決権 ― 25,508 ―

② 【自己株式等】

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式総数
に対する所有 

株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
松尾電機株式会社

大阪府豊中市千成町
３丁目５番３号

476,000 ― 476,000 1.81

計 ― 476,000 ― 476,000 1.81

２ 【役員の状況】



当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しています。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成23年４月１日から平成

23年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23年６月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、太陽ＡＳＧ有限責任監査法人により四半期レビューを受けています。 

第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

２．監査証明について



１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,218,044 2,189,202

受取手形及び売掛金 2,316,041 2,052,254

有価証券 93,164 91,137

製品 794,485 827,043

仕掛品 484,809 423,180

原材料及び貯蔵品 431,678 446,033

その他 18,980 45,750

貸倒引当金 △4,577 △2,055

流動資産合計 6,352,626 6,072,546

固定資産

有形固定資産

機械装置及び運搬具 15,561,580 15,605,921

減価償却累計額及び減損損失累計額 △14,175,129 △14,214,289

機械装置及び運搬具（純額） 1,386,450 1,391,632

その他 6,710,350 6,688,083

減価償却累計額及び減損損失累計額 △5,199,350 △5,209,234

その他（純額） 1,511,000 1,478,848

有形固定資産合計 2,897,451 2,870,480

無形固定資産 29,593 29,558

投資その他の資産

投資有価証券 976,932 923,639

その他 19,158 21,302

貸倒引当金 △0 △2,263

投資その他の資産合計 996,091 942,678

固定資産合計 3,923,136 3,842,718

資産合計 10,275,762 9,915,265



（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 963,096 839,499

短期借入金 550,000 500,000

未払法人税等 29,977 6,569

設備関係支払手形 99,964 95,766

その他 357,137 415,219

流動負債合計 2,000,175 1,857,054

固定負債

繰延税金負債 132,779 132,779

退職給付引当金 492,229 500,915

環境対策引当金 9,322 9,322

資産除去債務 6,696 6,727

その他 47,577 39,080

固定負債合計 688,604 688,824

負債合計 2,688,780 2,545,879

純資産の部

株主資本

資本金 2,219,588 2,219,588

資本剰余金 3,341,270 3,341,270

利益剰余金 2,201,799 2,039,652

自己株式 △83,531 △83,699

株主資本合計 7,679,127 7,516,812

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △91,981 △147,273

繰延ヘッジ損益 △163 △153

その他の包括利益累計額合計 △92,145 △147,426

純資産合計 7,586,982 7,369,385

負債純資産合計 10,275,762 9,915,265



(2) 【四半期連結損益及び包括利益計算書】
 【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６月30日)

売上高 1,778,255 1,425,215

売上原価 ※１ 1,372,470 ※１ 1,191,364

売上総利益 405,784 233,851

販売費及び一般管理費

給料及び賞与 133,796 134,290

退職給付費用 11,149 10,453

貸倒引当金繰入額 43 －

その他 202,173 208,919

販売費及び一般管理費合計 347,163 353,663

営業利益又は営業損失（△） 58,621 △119,811

営業外収益

受取利息 499 240

受取配当金 11,579 12,482

株式割当益 12,740 －

その他 1,244 4,058

営業外収益合計 26,063 16,780

営業外費用

支払利息 2,193 1,971

為替差損 5,755 2,071

その他 1,406 217

営業外費用合計 9,355 4,260

経常利益又は経常損失（△） 75,329 △107,291

特別利益

投資有価証券売却益 1,724 －

特別利益合計 1,724 －

特別損失

固定資産除却損 1,612 213

投資有価証券評価損 52,462 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,350 －

特別損失合計 58,425 213

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

18,628 △107,504

法人税、住民税及び事業税 3,163 3,156

法人税等調整額 － －

法人税等合計 3,163 3,156

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

15,464 △110,660

四半期純利益又は四半期純損失（△） 15,464 △110,660



（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

15,464 △110,660

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △98,317 △55,291

繰延ヘッジ損益 54 10

その他の包括利益合計 △98,262 △55,281

四半期包括利益 △82,797 △165,942

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △82,797 △165,942

少数株主に係る四半期包括利益 － －



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

 
  

 
  

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していません。なお、第１四半期

連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりです。 

  

 
  

  

【継続企業の前提に関する事項】

【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

【会計方針の変更等】

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

【追加情報】

当第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適用しています。

【注記事項】

(四半期連結損益及び包括利益計算書関係)

前第１四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

※１  売上原価には、たな卸資産の収益性の低下による簿

価切り下げ額の戻入益3,805千円が含まれています。

※１  売上原価には、たな卸資産の収益性の低下による簿

価切り下げ額1,952千円が含まれています。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第１四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

減価償却費 56,675千円 53,222千円



  

前第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

１．配当金支払額 

  

 
  

２．基準日が前第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が前第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの 

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日) 

１．配当金支払額 

  

 
  

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの 

該当事項はありません。 

(株主資本等関係)

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月29日 
定時株主総会

普通株式 38,662 1.50 平成22年３月31日 平成22年６月30日 利益剰余金

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月29日 
定時株主総会

普通株式 51,486 2.00 平成23年３月31日 平成23年６月30日 利益剰余金



Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
（注）１．当社グループが従来「回路保護部品」と称していた製品群は、電子部品の中の機能的な位置づけを考慮し

て平成23年４月１日より「回路保護素子」と改称したことに伴い、平成23年４月１日より「回路保護部品

事業」は「回路保護素子事業」と改称しています。 

     ２．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、フィルムコンデンサ事業及びアル

ミコンデンサ事業等を含んでいます。 

     ３．セグメント利益の調整額△126,295千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用です。 

全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務、経理、管理部門等の一般管理部門に係る費用です。 

     ４．セグメント利益は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っています。 

  

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日) 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
（注）１．当社グループが従来「回路保護部品」と称していた製品群は、電子部品の中の機能的な位置づけを考慮し

て平成23年４月１日より「回路保護素子」と改称したことに伴い、平成23年４月１日より「回路保護部品

事業」は「回路保護素子事業」と改称しています。 

     ２．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、フィルムコンデンサ事業及びアル

ミコンデンサ事業等を含んでいます。 

     ３．セグメント利益又は損失(△)の調整額△123,583千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用で

す。 

全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務、経理、管理部門等の一般管理部門に係る費用です。 

     ４．セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業損失と調整を行っています。 

  

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)２

合計
調整額 
(注)３

四半期連結 
損益及び包括 
利益計算書 

計上額(注)４

タンタル 
コンデンサ事業

回路保護素子 
事業(注)１

計

売上高

  外部顧客への売上高 1,407,849 283,531 1,691,381 86,874 1,778,255 ― 1,778,255

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 1,407,849 283,531 1,691,381 86,874 1,778,255 ― 1,778,255

セグメント利益 111,213 71,583 182,796 2,120 184,917 △126,295 58,621

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)２

合計
調整額 
(注)３

四半期連結 
損益及び包括 
利益計算書 

計上額(注)４

タンタル 
コンデンサ事業

回路保護素子 
事業(注)１

計

売上高

  外部顧客への売上高 1,131,551 204,845 1,336,397 88,818 1,425,215 ― 1,425,215

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 1,131,551 204,845 1,336,397 88,818 1,425,215 ― 1,425,215

セグメント利益 
又は損失(△)

△6,891 17,884 10,993 △7,221 3,771 △123,583 △119,811



  

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりです。 

  

 
（注）１．前第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在

しないため記載していません。 

     ２．当第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半

期純損失であり、又潜在株式が存在しないため記載していません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

項目
前第１四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 

又は四半期純損失金額(△)
59銭 △4円30銭

    (算定上の基礎)

    四半期純利益又は四半期純損失(△)(千円) 15,464 △110,660

    普通株式に係る四半期純利益金額 

    又は四半期純損失金額(△)(千円)
15,464 △110,660

    普通株式の期中平均株式数(株) 25,774,087 25,742,349

(重要な後発事象)

２ 【その他】

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



  

平成23年８月９日

松尾電機株式会社 

取締役会  御中 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている松

尾電機株式会社の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間

(平成23年４月１日から平成23年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23

年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益及び包括

利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。 

  

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の

ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す

ることが含まれる。 

  

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半

期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。 

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお

いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され

た手続である。 

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  

監査人の結論 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、松尾電機株式会社及び連結子会社の平成23

年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示して

いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

  

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以  上 

  

独立監査人の四半期レビュー報告書

太陽ＡＳＧ有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士    柳          承    煥    印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士    柏    木          忠    印

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。


