の品質の時味に努力を払い激化してゆ︿販売競争に対処しなければならなくなっ

五六

所より総資本的立場からする慎重な検討が必要と思われ︑この間の適正な調整を

ている︒か︿て特殊の商品を除き︑多︿の企業に於て容易に尚品販売を行い え た

説 ( そ の 二) 産 業 ・物価等

図ることが問題である︒尤も暫定的には課税及び公価決定の場合においてその間
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階に低迷しているのは︑事業界が金詰りにより販売代金の回収闘雛を

bc
たし売掛

はいえない桜械である︒各企業とも合理化の必要を痛感しつ Lもなお︑か Lる段

についても︑未だ潜在的な域を脱せず︑本給的に町出関するまで表面化していると

響は強︿現われておらず︑ 文企業の合理化特にその典型的なものでるる人員整理

も拘わらず︑現在までの所生産が︑金詰りの結果として後退せしめられる如︑賞︑影

金詰りによる賃金支払の遅延︑資木の回転期間の仲長等が一般化しつ Lある に

るといわなければならない︒

的段階から進んで合理化を要望される所にあり︑優勝劣敗の岐路に当而しつ与あ

時期は過去のものとなりつ Lあり︑企業は単に金詰りを如何に打開するかの糊設

定の文柱ともなるものである︒(大阪支陪

企業の金詰りと賃金支払の遅延︑
合理化の状況

金を累増せしめつ Lあるが他方に於て原料︑諸経費等の未払金を増大せしめ︑或

いは手持在陣の喰演し等の形式によって︑収支阿部町の或程・肢のバランス を維 持

且つ又退職金の捻出が困難等の準備によってん容易に実行に移しえないこと等によ

していること︑又人員整理の形態による合理化の断行は労働組合の勢力が強︿︑

るものと考えられる︒然し乍ら未払金の増大といっても最早飽和点に近︿︑これ

次

一︑ は し が 会

以上売掛金の回収離が激化し︑未払金が県柏しては︑企業経営は破綻に追い込まれ

ざるをえない︒経営の抑力性の乏しい企業に於て人員旅理が強行をみつ Lあり︑

或は賃金支払の遅延が多くの企業に波及をみつ Lあるのはこの 証左で あり︑それ

Lる情勢がそのま Lに放問され Lば生産渋滞に陥る倶

はやがて一般的な合引化に向つての先触れであると云うことが出来る︒又生時・
は

A

脱出りによる経営悶般を訴えているものは︑各業磁を迎じて中

哨加をみているもの¥か
れなしとしない︒

もない所であるが︑経済九原則の災施態勢の進紗︑単一為替レ l卜の設定等によ
って一層深まりつ Lあり︑ 他而に於て一般消費者の有効需要の減退は市場に於け

ない︒業腫としては機械工業関係︑特に舵沼気部門に多︿︑屯気機部︑通信機

ている︒又戦附中の軍市工場より転換した些腕脆弱な工場も殆んどその例に洩れ

小企業に最も多く︑あらゆる矛盾の結果は殆んど中小企業が先づ負担せしめられ

る売手と買手間の地位の転倒在招来する迄になっている︒終戦後二 ︑ 三年の問は

械︑光掌機械等で︑又金属工業︑自動車工業︑白紙市工業︑土建設鮮にも至って
a

なお買手間の競争・が強く生舵せられた陶品の品質の良否を些して問題とせず消化

︑
30
wv︑
r
‑

は
hり
つ Lあり︑各企業は金詰りと賃金騰立に苦悩し つ L︑生いが貨の切下と︑商品

︑
んよい問︑
l ; か Lる企業の金詰りと関聯して注目‑一を安する所は 出近に於ける企業経

ぜられていたものが︑品近に於ては事情は 一変し︑市場ば売手間の競争が中心と

産業界一一般が金詰りに怖いで来ていることは慨に久しく︑改めて指摘するまで

ては しがき

五︑合理化の状況

凶︑生産に対する影響

三︑徴税の影響

二︑賃金支払の遅延

刀
口

結合を図る必袈のあるのは費言を袈しない処で︑同時 に之が我国経済の恒久的安

約と損耗設備の更新改普により生産水準の高位安定を実現し︑生産要素の効率的

翻って現在喧伝されている企業合理化の観点よりするも設備の適疋規模への集

接的効果を期待することも考えられるが尚軽々の判断は許されない︒

論

目

年
常の態度の変化である︒例えば某大手鉱山についてみると同社に於けるこ十一一 一

賃 金支払の遅延は既に昨年春頃より︑その日悲し的経営を行ってきていた中小
企業を中心に生 じっ Lあったが︑ 秩頃に至つては漸次大企業にまで︑波及した︒更

ニ︑賃金支払の遅延

しつ

二十三年十 一一月末に於け る賃金未払の総額は十三億円に達し
Lあ っ た が (

石炭鉱業に於ても中小炭鉱にあっては昨年上期末頃より賃金支払の遅延が発牛
︑

くに至った︒

に本年に 入つては石炭鉱業︑鉄鋼業等 の関連‑炉柴から吏に繊維産業の 一部に まで
舷大し︑機械工業同係会社に於ては埋性化の状態を呈するに至り一般の注意を惹

十月に 於ける石炭一トン当りの生産原価に於ける赤字は約三百 四十円で(トン当
り の原価実績は二千七百二十八円であるに対し︑ 生・説者価格は 二千三 百八十八円
である)︑か Lる赤字発生の主因は︑生産費が上昇するにも拘わらず炭価が不当
に低・阪な所に据世かれていることによるものとされていた︒然るに炭価改訂の見
透しが困難となり木年に入って︑経常合叫化への第一歩として予算統制︑資材の
効率的使用︑現場管理の強化等を実施するに当り︑先ず各所属鉱業所 より予算を
提出せしめた所︑予算上に於ける赤字は二百六十円前後に切詰められていた︒其

中小炭鉱のみならず︑大手筋に於ても殆ん ど賃金支払の遅延を生ずるに重った︒

石炭鉱業に於ける未払金総翻百四十四億=一千万円のうち資材代の来払五十三億三
千万円︑税金の未払三十七億六千万円につ﹁ものである﹀︑木年に入ると共に此等

字は六十円程度となり︑川出 ベ半年足らずの聞に三百円近くの原冊而K於ける節 約
が行われたのである︒.史に同祉に於ては進んで四月以降は︑賃金支給も︑現在の

遅延の程度は概ね半ヶ月乃至}ケ月程度で︑支払の遅れている賃金種類は基準外
賃金︑或は賞与等に多く︑基準賃金 の支払は何とか行われているが︑然しこれが

後吏に諸経費の節減を強行した結果︑本年三月の生・蛍突縦に於てはトン当りの赤

八割程度に止め︑残余は生産能率が向上した暁︑はじめて支給し︑経営の赤字を
解決するを先決とし︑又設備資金不足の補充‑未払金の返済等についても︑可及

出炭能率に影響を与えっ Lあり︑又労資紛争の 一因ともなっている︒

h

的 に経営の操・￥より之を文出し︑赤字融資其他の処置によることを廻避せんとす

では一ヶ 月戒はそれ以上に遣する賃金の未払が既に 生じてい たが︑ 本年に入り鉄

鉄鋼業に於ては中小メーカ ーの 一部に於て︑遊休人員の多ぐを包蔵している所

る方針を強︿実施するにいたっている︒同械な事例は化学繊維についても見出さ
れる︒某人絹会社に於て人造繊維製造設備一トン当りの設備賞金は︑当初六千万
就が圧縮された結果一トン当
円を必要とするとされたのであったものが ︑殻航資 A

鋼生産が予期以上に挙ったため︑増産分に対する側 格差補給金の追加支払が未決
定のために︑こ の補給金を見合とする銀行よりの借入が困難となり大会社に於て

Lる現象を生じた

ことにより 一般に注目を以てみられたが︑ とれは過波的なものに過ぎなかった︒

も賃金支払の繰延を余儀なくされ︑生産上昇にも拘わらず︑か

此等のことは︑これまで重要企業或は大企業等に於て生産増大の重要性に耕口
して︑資金の非効柑略的使用が頻繁であったことを推測せしめるに足るものであっ

と移行しつ Lある︒

然し中小メ ーカ ーの賃金未払の問題は解消せず︑児に︑人員整理による合理化へ

り五千万円を以ても十分に建設可能とさ れる に至ったのである︒

て︑現在の深刻な金借りの下に於て︑巨制の設備資金の向己調達の困難なことは

の製造会社で︑ 此等にあっては殆んど常態化しており︑遅延も一ヶ月から︑甚し

最も賃金支払の遅延の甚しいのは機械 工業︑特にラヂォ︑照明器具︑電話機等

勿論認められるとしても︑之を企業が云う如︿に︑額面通りに受取ることの甚だ
危険なことを物語るものといわねばならない︒企業経営が刷新され経営者が本 来
の立場に遣えれば当然か Lる資金の濫用は排除されねばならないものである︒

もあり︑支給状況は全︿混乱を来している︒最近に歪つては更に門動車工業︑工
作機械工業︑ 電線工業等の各方面にも拡りつ Lある︒大企業に於て賃金支払の遅

いのはこヶ月以上に遥している︒このため賃金の分制払も月に十目前後に及ぶ所

人員整理の現状等を概観して︑インフレーションが収束に鰐わんと しているに際

延を来している所は大手の電機 メーカー 各社にも及んでおり︑此仙寺は又真剣に企

以下 に於ては勿論断片的な姿に於てvあ るが︑金陪りに閑迎して問題となって
いる賃金支払の遅延︑生産に与える影響︑徴税の問題︑成は企業の合理化︑特に
︒
し企業経営が如何なる動向を示しつ Lある かを簡単に観察してみた い
企業の金市りと賃金支払の遅延︑合理化の状況

五
七

0
1
"
1
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五八

化学工業︑繊維工業等は全体的には賃金支払は良好であるが︑たど経営の放恋

かることを強行するとすれば企業自体の存在は抱殆に瀕するとと Lなり︑企業維

金支払を優先せしむる経済的根拠はないと云うべきであらう︒若しい法律を以てか

在の経済体制の立前を堅持する上からいえば︑ 企業が自己の支払能力を超えて賃

であった所︑戒は 一時的 に商品の滞貨を生じた所に於ては未払が生じている︒其

してか Lる企業に資金の投入を行ったとしても︑その多ぐは賃金として外部に流

持の精神にも反すこと Lならう︒賃金支払の遅延が企業の不健全性に距胎するも

以上の 如︿賃金支払の遅延は︑機械工業と中小企業を中心に多く生じっ Lある

出し︑資本の蓄積に役立つ所は砂いであらう︒たど経営の収支は均衡をえている

他土建業︑製薬業︑染料工業︑造船業︑農機具工業等に於ても賃金支払の不規則

が︑か・ふる事態を招来した直接的原因としては政府納入代金の未回収︑特に逆

にも拘らず︑川別々売掛金の回収困難︑或は政府支払の遅延等によって生じた過渡

のである限り︑企業は自ら先ずその経営基盤の健全化宏図るべきである︒然らず

輸︑逓信両省の納品代金の支払遅延で ︑ 通信機工業︑自動車工業︑車楠工業等に

的な資金逼迫に限り何等かの配慮がなさるべ会ものと考えられる︒

賃金支払の遅延 ψ一生じた企業が多かった︒特に木年一月から一一一月にかけての遅払

現金の逼迫している折柄徴税の強行されたことは資金繰の混乱を来し︑ 一時的に

する迄に及んでいる︒又一般的な金詰りにより企業が売掛金の回収難のため手許

僅か 三 ヶ月の短期聞に於て予算の半ばに達する 未納税金を強行的に取立てた所に

の金詰りを加重した主因は︑徴税肢術の問題︑即ち本年 一月より一一一月にかけての

︑徴税 の影響
一
‑
一
最近の金詰りに拍車合かけたものに税金の徴収があるが ︑徴税によって各企業

︿︑この点中小企業に比較して徴税強行の影響は峰微であった とい

Lうるが︑金

大企業は一応帳簿組織が控肌制しているため︑酷しい税額更正をうけたものは少

ある︒

Lある所にあると云えよう︒即ちインフレーシ

従業員より源泉徴収して納付すべき勤労所得税等) を滞納し︑之を運転資金と し

詰りによる運転資金の不足を補充するために税金(その多くは法人税︑物品税︑

中小企業 に於て は滞納税金の強行徴収と共 に︑巨﹄組の税微更正を受けたも のが

て流用していた所にあっては︑徴税強行の影響は大きく資金繰りに︑批乱を来し︑

ての賃金支払の遅延は主としてこれによるものとみられる︒従ってか・ふる原悶に

多ぐ︑ 両者が一時に集中したために︑商品︑原料等のダンピングも間に合わず︑

又これまで拘われていた企業経営の諸矛盾￨ ￨企業の過剰人員︑経営の州劣さ等

基づぐものにあっては︑州中に賃金支払の促進策のみで解決せらるべきものではな

尚品︑脂制︑ 工場等の差押えを受けるに重ったものもあり︑このため生肢が阻帯

賃金未払を生ずるに至ったものもある︒

く︑税稲的に企業の合迎化まで進むことを要する︒機械工業に於ける各社の殆ん

中小企業に於ては利潤の大
りも中小企業に於て 顕著であった とい Lうるが︑殊に ・

せられたものも砂からず存在している︒此等の点は殊に電気掃具︑ラヂオの部品

か︿て ︑賃金未払が一般的に披及してゆ︿傾向が生ずるに対し︑賃金は税金に

部分が税金として吸収せられるのみならず︑時には資本'市分にま で喰い 込んで徴

一の紛争宮覚悟で ︑人員盟理による企業の立直しを迫られるに至
どが︑労働組合 B
r

ついで︑資材其他の諸経費に優先して之を支払う司会であゐとする意見が桜闘を

税されるものが多く︑中小企業の今後は金詰り或は為替レ ートの決定による影響

製造︑雑貨業等に多くみられた︒概して徴税強行の影響をうけたものは大企業よ

みるに至ったが︑問題を法律的にみるならば論議の余地は多いとしても︑たど現

ったのはこのためである︒

が露呈するに歪ったのである︒特に機械工業︑中小企業の金詰りとその結果とし

ョンの進行下に於ては︑企業の優劣を決する生産能率の差異は表面化しなかった
が︑ インフレーシ ョンが収束化の傾向を示すと共に︑生産能率の優劣が表而化 し︑

進が止まり︑その収束化に帳じっ

めるに至った基本的な背景は︑終戦後加速度的に進行したインフレーションの昂

の発生はこの理由によるものが多いとみられる︒然午ら賃金支払の遅延を生ぜし

関 連産諜特に炭鉱機器メ ーカーを探刻な金詰りに追い込み︑ 逆に石炭生産を阻害

対しては︑強い影響を与えており︑又石炭鉱業の資材代の未払命の指加は︑その

なものが生ずるに至っている︒

業の合理化を しなければならないものである︒

2h.

と共に︑税税知何によってその存虫が直接的に脅威される危険が多い︒中小企業
の当面する問題は金詰りの打開と税金問題にある︒
なお税金に関する一問題として物品税がある︒物品税は製品の倉出の後一ヶ月
以内に︑製品が師相克され代金の回収があったと否とを問わず︑納入することを撰
する︒従って最近の如く代金回収が従来に比し二倍乃至三倍の遅却を生じ︑売掛
金が増加している状況の下に於ては︑企業の物品税の立替納入は巨額となり︑企
業の金詰りを一層加重し︑惹いては滞納︑ 或は脱税となる︒従って商品の販売期
間の仲張をみただけ物品税の納入期限の延期を要望するむきが多い︒
四︑生産 に対す る影響
企業の 大小を問わず︑ 金詰りのために円滑な生産行程を維持することが甚だ困
難になってきたととは一般に調われているが︑現在までの所鉱工業の綜合生産指
数の上昇にみる如く︑生産の後退的現象は割れてはいない︒少ぐとも大企業に闘
する限り生・単は増加しており︑金詰りの最も深刻といわれる機械工業に於ても主
︑
要各社の弦半ヶ年聞に於ける生産は上昇しつ Lある︒これは手持資材 の払出し
或は売掛金の増大に対応して未払金を桶加する等によって極力生産向上に努めて
きたためで︑企業がなお相当の弾力性を有していたためと考えられる︒然乍ら未
払金のこれ以上の増加は下請工場の作業停止となり小数部品の生産減退のため︑
完成品の生産が法滞する事態に近づ含 つ Lあり︑全休の生産の有機的関係が混乱
に陥る倶れがあるといわねばならない︒
終戦後族生した恭礎の食弱な中小企業に於ては︑生践の停滞的傾向が現れるに
至っており︑ 金詰りと︑資材の効率的使間を意図した集中生産によって資材入手
の困難が加重し︑従来と同 一の生産規模を維持することが不可能となりつ Lある

︿炭鉱機械︑坑木︑火諜制等)︑大機械企撲の下摘中小メーカー︑ガラス︑セルロ

︑
イド製造︑雑貨︑土建謀容で︑又商業部門 も同様であるが 就中上記の製造業者
に関係する問屋筋も困窮している︒

玉︑合理化の 状況
現在各企諜が合理化を製制されている第一次的な原因としては金借りと相対的

な生産過剰で︑単 一為替レ ートの決定による合理化の披逃は 喧伝せられる如︿強

︿はない模様である︒然し各企業ともかかる事情に押され又迫りつ Lある自由競
争時代に対処するために生産党の切下げ︑品質の向上等のために合理化の必要を

捕感し つ Lあるが︑なお獅︿本格的合理化の門μに立ワたに過Fない︒

現在まで︑合理化のト刀法として採られてきた所は︑人員整理の形態が多︿︑之
についで生・雌の集中化による聞定貨の節減︑技術の改善︑向上︑機械設備の更新

等であるが︑此持は全体よりみて は儲で︑殆んど合問化といえば︑人員確迎に限

られている有様である︒合現化の必要が感ぜられつ Lも捗々しく進展しない要因
の第 一は︑経営者陣の弱体と労働組合の強固な存在である︒第二は合理化を断行

するための資金の不足‑所調盤理融資を受けることの困難である︒整理融資の中
心は人員整理に伴う退服資命であるが︑必しもこれのみではな︿人民推理後に於

ける機械設備の移転貸其他を含んでいることがあるが︑か Lる融資は必然的に長
期となり且つ盤理によって企業が完全に立直ることが保証されぬ場合も多く︑当

然融資には抱険が附着し︑従ってその借入 も困難となる︒

格な予算統制を採用し原価の切下を図り︑ 進んで独立採算制をとらんとするにい

主要企楽に於ける合現化への態度をみるに︑先づ石炭鉱楽であるが︑石炭鉱業
は︑巨額の赤字を累積せしめE っ︑毘大な未払金を擁しており︑赤字については
の返済に充てること
去る一 月末国債の交付を受け︑之を復興金融金陣よりの融資︑
一
一
により一応解消するに至っているが︑米仏金については殆んど解決をみず︑且つ
経営採算も赤字を解消しえない︒従って基礎・話業として最も合瑚化の要がある
が︑現在主要各社で実施している合理化の方策としては︑各現場鉱業所単位に厳

ものもあり︑既に淘汰の城に入りつ Lある業種もみられる︒然乍ら中小企業の多
︿は製品租類の転後︑労働基準法を無視した労働の強化等によって現在の困窮よ
︑
り何等かの活路を見出さんとするものが多く︑生産縮小 の傾向は全般的でなぐ
倒産もなお金詰りが叫ばれる割に多くな い︒然し金詰りがこのま L打開されない

たっている︒又之と併せて低館事炭献の閉鎖と高能本以搬に向って人員︑資材を
集約し集中採炭方策を実施し或は之を計問中である︒人民については職離閣の配

L
ブ

とすればい﹂の淘汰は時間の問題であり︑又終戦後の泊旅的会社が倒産してゆ︿の
は亦己むを得ない所であらう︒最も困窮しているとみられるのは石炭の関連産業
企業の金詰 りと賃金支払の遅延︑合理化の状況

五

三A

説(その二﹀
産業 ・物 価 等

六O

進されたと云うよりも︑探算悪化のため に企業が窮地に追いつめられた結果とし

ての整理であることによるものと考えられる︒かくの如︿合理化が人員整理の形
で行われ進んで固定資本の合理化に及ばないことはかつての合理化の時代︑或は

蝦却︑工場閉鎖等を行った主要な所は悩刻︑地階︑
る︒昨秩より木年にかけて人 ‑MM

の不均盤を赴正せんとしてきたが︑地近ではか Lる消極策は不可能になりつ Lあ

な人負担刑刊を行わず︑新規採用の中止︑自然退眼精の米柿充鮮によって人員構成

で接︑化学て業︑拓政服撲が多い︒当初車沼気部門部の大会社にあっては秘栂的

している︒労働争協件数についてみても機械 工業関係が鉱凱で︑之についで食属

ていただけ︑他業種に比し人員拡理︑工場閉鎖等の形による合理化が相当活濃化

機械工業︑特に誰電気部門に於ては︑かなり余剰人員をか Lえていた}にみられ

る失業者を負担していたものを︑推理する過程として当然のこと Lいえようが︑

人員強制引による合抑一化は︑インフレ ーションの進行中に於て企業が負担ナ可らざ

の低下な図ることの山来ないのも地近の合理化に於ける一一特色といえよう︒初愉

ルテル︑トラストを形成し て各企業の有機的聯閃性を高めることによって ル沈滞一世

り間定資本の合引化は殆んど不可能にされているともいえる︒又従来の如く︑カ

あるという耶央によるものであらう︒然し吏に進んでみれば資本部秘の低位によ

過剰の下 に於ける合理化であったのに対し︑現在は生産過少の下に於けるそれで

資木桝成の高・肢化全賀したのとは著し︿興るものがある︒これは当時と現在を較
べ︑合理化が要求される経請の実態が著しく変貌しているとと︑ 即ち当時は生産

わが国の山川和初年の恐慌時に於ける合理化が主として同定資木の合理化によって

制御前機械等の大手各社であるが︑ 此併に於 ても犯に抑二次︑第三次の強制批を行う

1トの決定に

然し合理化がか

‑
A
る消極的な而に蜘断している限りぺ今後の為替レ

裂のあるものも生じている︒之に伴い 此等の下部業者たる ・
部品の製造︑或は修開

よって国際競争場組に登場する場合︑来してよく︑外間企業と競φが 可能か否か
については腕川なき在えない︒

人員蛇瑚に伴う退帆金の問題であるが︑その金制は楽外少︿品高料々十万円
引
制

その変動が激し︿︑大企業経営を不利とする制域に於てはじめて︑大企業と併存

を布利とするもの︑例えば ︑工装の 如︑丹︑に於て︑乃査は需袈の 制約があり︑且っ

中小企業が最も打山市を変っている︒元米中小企業存続の地般は ︑技 術l一中小経常

等に於ても人員湖一試を主とする合国化が進みつ Lあるが︑総ての業訴を通じて︑

多︿の企業に於ては退職 A
収支払の阿途がつかぬため︑将一理の断行が山来ぬも のが

とるととの 出来ぬ企業にあってはなお退峨命が未払のま Lのものもある︒か︿て

部を制愛し︑或は工場処分による手取金を充当することが多いが︑か・ふる方法を

て勤続年数の浅いことにもよるものであらう︒退職金支払の資源は辿収資金の一

孟六 ヶ月舵肢である︒退職金が少いのは支払資源のないこと L共に労務者にあっ

度で平均して 三万円乃至四万円の間にあるものが多︿︑月収に対しては 凶ヶ 月 乃

可能と考えられるのでああが︑終戦後処定見に椛立をみた中小企業は︑大企業と

多く︑このための抗命︑一山間版製融資を袈明している︒︿波辿立)

とられることは少いが︑これは現在の合理化が経常者の制極的な滋見に基いて推

を伴うことが多いが︑ ー 生陀技術の改都︑機械の採用等の形による合理化方訟の

現私までに行われた合制化の形儲として人員拡却が多︿￨それは腰︑工場閉鎖

り︑合引化の段桝を通り越して抑制・宮製ナる段附に入りつ Lある︒

腕φ閃係にたつものもあり︑此併に於ては概要の制退より︿る販路の担探によ

以上の外︑窯業︑製材菜︑ガラス工業︑セ ルロイド工業︑ 製薬工業︑時計工業

ていない︒

等 の 小 企 業 に 於 て は 人 民 の 旅 班︑市中業所の閉鎖等がかなり生じている︒工作機
械︑動力機械等の重電気部門に於ても合明化への励会がみられるが未だ祈滋化し

不足の状況であるが︑中小メーカーでは︑早︿より人員整理の動会がみられる︒

鉄鋼業に於ては︑主要会社では︑今後の生産計四の増大に対応して反って人員

ないであらう︒

の一程度に生産能率の低下をみている以上︑人員整理は早晩問題とならざるをえ

世転換を行い可亙的に整理による隣接は姐避せんとして いるが︑ 過去に比し六分

調理

