
        

        

                                                                                    

                

                        

                            

                                        

                  

        明8 明8 明8 明8         明業 明業 明業 明業 

 1基     明1損員明業実員実実実     1徴員業未業員実実実     明徴8員明明業員実実実     明払業員1払実員意損実    明意1員明明損員未損実      払員実払実員損損実     1意員払意払員実損実

 1基     明1損員明業実員実実実     1徴員業未業員実実実     明徴8員明明業員実実実     明払業員1払実員意損実    明意1員明明損員未損実      払員実払実員損損実     1意員払意払員実損実

 1基     明1損員明業実員実実実     1徴員業未業員実実実     明徴8員明明業員実実実     明払業員1払実員意損実    明意1員明明損員未損実      払員実払実員損損実     1意員払意払員実損実

 1基     損損1員意未払員実実実    損損1員損徴徴員意実実    損損1員未明意員払実実         徴払1員1実実

    損損1員未明意員払実実

 徴基      未徴員明払損員実実実     8実員81損員実実実     未払員未業明員業実実       明員実18員1実実

     未払員未業明員業実実

 意基       徴員未業1員実実実     1払員811員業損実      意員18損員明損実      払員実払実員損損実      未員損8損員未損実

      意員18損員明損実

 払基       1員8損業員実実実      1員業業1員1実実      1員業1業員8実実          未1員意実実

      1員業1業員8実実

 徴基          意明員実実実          意明員実実実          損実員明実実         損実員明実実               実

 1基          意明員実実実          意明員実実実          損実員明実実         損実員明実実               実

 1基          意明員実実実          意明員実実実          損実員明実実         損実員明実実               実

 1基          意明員実実実         損実員明実実         損実員明実実               実          損実員明実実

 意基     払払業員徴8意員実実実     徴1員18損員実実実     払徴8員実業8員実実実     払徴8員払意損員損8徴    払徴8員払意損員損8徴               実

 1基     払意業員徴未8員実実実     1業員8払損員実実実     払1業員払意意員実実実     払1業員払意払員実実未    払1業員払意払員実実未               実

 1基     払意業員徴未8員実実実     1業員8払損員実実実     払1業員払意意員実実実     払1業員払意払員実実未    払1業員払意払員実実未               実

 1基     払18員明徴業員実実実    払18員明徴業員意意明    払18員明徴業員意意明               実     払18員明徴業員意意明

 徴基         8実払員実実実        8実払員明未1        8実払員明未1               実         8実払員明未1

 1基   1基



                                                                                    

                

                        

                            

                                        

                  

        未実 未実 未実 未実         未1 未1 未1 未1 

 徴基      1実員実実損員実実実      1員意払実員実実実       8員明明損員実実実       業員実実1員損未損      業員実実1員損未損               実

 1基       払員8払未員実実実        意損払員実実実       払員払業意員実実実       払員損1実員損実実      払員損1実員損実実               実

 1基       払員払業意員実実実      払員損1実員損実実      払員損1実員損実実               実       払員損1実員損実実

 徴基       損員1損8員実実実      1員実損業員実実実       払員実業業員実実実       払員払18員実未損      払員払18員実未損               実

 1基       払員実業業員実実実      払員払18員実未損      払員払18員実未損               実       払員払18員実未損

 意基               実         未意員実実実          未意員実実実          未意員実実実         未意員実実実               実

 1基          未意員実実実         未意員実実実         未意員実実実               実

         未意員実実実

 払基     未18員実損損員実実実     払意員意1意員実実実     明未払員未払徴員実実実     明未払員未明徴員実実実    明未払員未明徴員実実実               実

 1基     未18員実損損員実実実     払意員意1意員実実実     明未払員未払徴員実実実     明未払員未明徴員実実実    明未払員未明徴員実実実               実

 1基     未1徴員払意意員実実実     払徴員業実意員実実実     明明業員損意実員実実実     明明業員損意実員実実実    明明業員損意実員実実実               実

 1基     明明業員損意実員実実実    明明業員損意実員実実実    明明業員損意実員実実実               実     明明業員損意実員実実実

 徴基       損員明徴徴員実実実        払1実員実実実       損員徴1徴員実実実       損員徴意徴員実実実      損員徴意徴員実実実               実

 1基       損員徴1徴員実実実      損員徴意徴員実実実      損員徴意徴員実実実               実       損員徴意徴員実実実

 損基     意明払員1意業員実実実     1業員11損員実実実     意払損員実徴払員実実実     意払損員1業意員徴8未    意払損員1業意員徴8未               実

 意基   徴基



                                                                                    

                

                        

                            

                                        

                  

        未徴 未徴 未徴 未徴         未意 未意 未意 未意 

 1基     意損業員1意未員実実実     18員払実8員実実実     意払実員未徴業員実実実     意払実員未徴業員実実実    意払実員未徴業員実実実               実

 1基     意損業員1意未員実実実     18員払実8員実実実     意払実員未徴業員実実実     意払実員未徴業員実実実    意払実員未徴業員実実実               実

 1基     意払実員未徴業員実実実    意払実員未徴業員実実実    意払実員未徴業員実実実               実     意払実員未徴業員実実実

 徴基       損員実実徴員実実実        未実未員実実実       払員徴業損員実実実       払員払明払員徴8未      払員払明払員徴8未               実

 1基       徴員払徴意員実実実        1未未員実実実       徴員徴払明員実実実       徴員徴損損員徴損実      徴員徴損損員徴損実               実

 1基       徴員徴払明員実実実      徴員徴損損員徴損実      徴員徴損損員徴損実               実       徴員徴損損員徴損実

 徴基       徴員損未業員実実実        損意実員実実実       徴員実払業員実実実       徴員徴実業員実意未      徴員徴実業員実意未               実

 1基       徴員実払業員実実実      徴員徴実業員実意未      徴員徴実業員実意未               実       徴員徴実業員実意未

 明基         徴実業員実実実         徴実業員実実実         徴意徴員明損1        徴意徴員明損1               実

 1基         徴実業員実実実         徴実業員実実実         徴意徴員明損1        徴意徴員明損1               実

 1基         徴実業員実実実         徴実業員実実実         徴意徴員明損1        徴意徴員明損1               実

 1基         徴実業員実実実        徴意徴員明損1        徴意徴員明損1               実         徴意徴員明損1

 未基     損実未員損8徴員実実実     18員未業意員実実実     払88員未8業員実実実     払88員未8業員実実実    払88員未8業員実実実               実

 1基     払未未員明払実員実実実     徴実員8払1員実実実     払損明員未業業員実実実     払損明員未業業員実実実    払損明員未業業員実実実               実

 1基     払未未員明払実員実実実     徴実員8払1員実実実     払損明員未業業員実実実     払損明員未業業員実実実    払損明員未業業員実実実               実

 1基     徴業未員明払1員実実実    徴業未員明払1員実実実    徴業未員明払1員実実実               実     徴業未員明払1員実実実

 損基   1基



                                                                                    

                

                        

                            

                                        

                  

        未払 未払 未払 未払         未損 未損 未損 未損 

 徴基     11徴員業実損員実実実    11徴員業実損員実実実    11徴員業実損員実実実               実     11徴員業実損員実実実

 意基      払1員業損8員実実実     払1員業損8員実実実     払1員業損8員実実実               実      払1員業損8員実実実

 払基       徴員徴払明員実実実      徴員徴払明員実実実      徴員徴払明員実実実               実

      徴員徴払明員実実実

 損基       徴員実払業員実実実      徴員実払業員実実実      徴員実払業員実実実               実

      徴員実払業員実実実

 徴基      徴業員業払徴員実実実      徴員実払8員実実実      意1員業業実員実実実      意1員業業実員実実実     意1員業業実員実実実               実

 1基      徴業員業払徴員実実実      徴員実払8員実実実      意1員業業実員実実実      意1員業業実員実実実     意1員業業実員実実実               実

 1基      意1員業業実員実実実     意1員業業実員実実実     意1員業業実員実実実               実      意1員業業実員実実実

 8基           1員実実実    18業員業徴明員実実実     18業員業徴未員実実実     18業員業徴明員実徴損    18業員業徴明員実徴損               実

 1基           1員実実実    18業員業徴明員実実実     18業員業徴未員実実実     18業員業徴明員実徴損    18業員業徴明員実徴損               実

 1基           1員実実実    18業員業徴明員実実実     18業員業徴未員実実実     18業員業徴明員実徴損    18業員業徴明員実徴損               実

 1基     18業員業徴未員実実実    18業員業徴明員実徴損    18業員業徴明員実徴損               実     18業員業徴明員実徴損

 業基         1実8員実実実         1実8員実実実         1業1員実損未        1業1員実損未               実

 1基          明実員実実実          明実員実実実          未未員実実実         未未員実実実               実

 1基          明実員実実実          明実員実実実          未未員実実実         未未員実実実               実

 1基          明実員実実実         未未員実実実         未未員実実実               実

         未未員実実実

 徴基          払8員実実実          払8員実実実         11払員実損未        11払員実損未               実

 1基          払8員実実実          払8員実実実         11払員実損未        11払員実損未               実

 1基          払8員実実実        11払員実損未        11払員実損未               実

          1員8意損

         払払員実実実

         明8員徴徴徴

  徴員明損損員1実意員実実実    1実実員払業業員実実実   徴員未損損員明実徴員実実実   徴員未未明員未徴実員損損徴  徴員未損業員徴払損員業損徴      払員実払実員損損実     1意員払意払員実損実

 未基   1基


