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平成 18 年４月 11 日 
各  位 

東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 六 丁 目 1 0 番 1 号 
株 式 会 社 フ ォ ー サ イ ド ・ ド ッ ト ・ コ ム 
代 表 取 締 役  安 嶋  幸 直 
（JASDAQ・コード：2330） 
問い合わせ 常務取締役経営管理本部長兼 CFO 川﨑雅嗣 
T E L 03－5339－5820（IR 問合せ窓口） 

 

定款の一部変更についてのお知らせ 
 

当社は、平成 18 年 4 月 11 日開催の当社取締役会において、平成 18 年 4 月 28 日開催予定の臨時

株主総会に、定款変更を下記のとおり付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 
 

記 
 
１．臨時株主総会開催予定日 

平成 18 年 4 月 28 日（金） 
 
２．定款の一部変更の趣旨及び目的 
(1)  当社の営業年度及び決算期は、「毎年 11 月１日から翌年 10 月 31 日までの一年間とし、毎年 10

月 31 日を決算期」としておりますが、グループ全体のさらなる経営の効率化を目指し、これを「毎

年１月１日から 12 月 31 日までの一年間とする」旨変更するとともに、「会社法」（平成 17 年法

律第 86 号。以下「会社法」という。）が公布されたことに伴い、利益配当及び中間配当に関する

規定を剰余金の配当として整備するため、現行定款第 32 条（営業年度及び決算期）ないし第 35
条（配当金等の除斥期間）につき所要の変更を行うものであります。 

(2)  会社法が公布され、会社法施行規則（平成 18 年２月７日法務省令第 12 号。以下「会社法施行

規則」という。）により、定款の定めに従い株主総会参考書類等のインターネット開示によるみな

し提供が認められたことから、規定を新設し、第 13 条とするものであります。 
(3)  会社法が公布され、定款の定めにより取締役会における書面決議が認められたことに伴い、現行

定款第 20 条に所要の変更を行うものであります。 
(4)  会社法が公布され、定款の定めにより取締役会決議による取締役等の責任限定が認められたこと

に伴い、規定を新設し、第 33 条とするものであります。 
(5)  会社法が公布され、会社法施行規則により、定款の定めにより補欠監査役の予選の有効期間を延

長することが認められたことから、現行定款第 24 条に所要の変更を行うものであります。 
(6)  条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うとともに、字句等の統一のため所要の変更を行うもの

であります。 
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(7)  その他、変更の効力発生日の明確化、事業年度の変更に伴う経過措置等のための附則を設けるも

のであります。 
 
３．変更の内容 

別紙記載の通り。 
以  上 
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＜別紙＞ 
                         （下線は変更部分であります。）  

現 行 定 款 変 更 定 款 案 

（自己株式の取得） （自己株式の取得） 

第６条 当会社は、取締役会の決議により、

商法第211条ノ３第１項第２号に

定める自己株式の買い受けを行う

ことができる。 

第６条 当会社は、会社法第165条第２項の

規定により、取締役会の決議によ

って市場取引等により自己の株式

を取得することができる。 

（基準日） （基準日） 

第10条 当会社は、毎決算期現在の株主名

簿（実質株主名簿を含む。以下同

じ。）に記載又は記録された株主

（実質株主を含む。以下同じ。）

をもって、その決算期に関する定

時株主総会において権利を行使す

べき株主とみなす。 

第10条 当会社は、毎年12月31日現在の株

主名簿（実質株主名簿を含む。以

下同じ。）に記載又は記録された

株主（実質株主を含む。以下同じ。）

をもって、その事業年度に関する

定時株主総会において権利を行使

すべき株主とみなす。 

② 前項のほか、株主、登録質権者又

は端株主として権利を行使すべき

ものを定めるため必要があるとき

は、あらかじめ公告して、臨時に

基準日を定めることができる。 

② 前項のほか、株主、登録株式質権

者又は端株主として権利を行使す

べきものを定めるため必要がある

ときは、あらかじめ公告して、臨

時に基準日を定めることができ

る。 

第３章 株主総会 第３章 株主総会 

（招集の時期） （招集の時期） 

第11条 当会社の定時株主総会は、営業年

度末日の翌日から３か月以内に招

集し、臨時株主総会は必要ある場

合、随時これを招集する。 

第11条 当会社の定時株主総会は、事業年

度末日の翌日から３か月以内に招

集し、臨時株主総会は必要ある場

合、随時これを招集する。 

第12条    （条文省略） 第12条   （現行どおり） 

（新  設） （株主総会参考書類等のインターネット開

示とみなし提供） 

 第13条 当会社は、株主総会の招集に際

し、株主総会参考書類、事業報告、

計算書類及び連結計算書類に記載

又は表示すべき事項に係る情報

を、法務省令に定めるところに従

いインターネットを利用する方法

で開示することにより、株主に提

供したとみなすことができる。 
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現 行 定 款 変 更 定 款 案 

（決議等の要件） （決議等の要件） 

第13条 株主総会の決議は、法令又は本定

款に別段の定めがある場合を除

き、出席した株主の議決権の過半

数をもってする。 

第14条 株主総会の決議は、法令又は本定

款に別段の定めがある場合を除

き、出席した議決権を行使するこ

とができる株主の議決権の過半数

をもってする。 

② 商法第343条第１項の決議は、総株

主の議決権の３分の１以上を有す

る株主が出席し、その議決権の３

分の２以上で行う。 

 

② 会社法第309条第２項の定める決

議は、議決権を行使することがで

きる株主の議決権の３分の１以上

を有する株主が出席し、その議決

権の３分の２以上で行う。 

第14条～第17条 第15条～第18条 

（条文省略） （現行どおり） 

第18条 取締役の任期は、就任後１年内の

最終の決算期に関する定時株主総

会終結の時までとする。 

 

第19条 取締役の任期は、選任後１年以内

に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時株主総会終結の

時までとする。 

②    （条文省略） ②   （現行どおり） 

第19条    （条文省略） 第20条   （現行どおり） 

（取締役会） （取締役会） 

第20条    （条文省略） 第21条   （現行どおり） 

②    （条文省略） ②   （現行どおり） 

（新  設） ③ 取締役会の決議は、決議に加わる

ことができる取締役の過半数が出

席し、その過半数をもって行う。 

（新  設） ④ 当会社は、取締役が取締役会の決

議の目的である事項について提案

をした場合において、当該事項に

ついて決議に加わることができる

取締役の全員が当該提案について

書面又は電磁的記録により同意の

意思表示をした時は、当該提案を

可決する旨の取締役会の決議があ

ったものとみなす。ただし、監査

役が異議を述べた時はこの限りで

はない。 

③    （条文省略） ⑤   （現行どおり） 

第21条～第22条 第22条～第23条 

（条文省略） （現行どおり） 

第23条 第24条 

（条文省略） （現行どおり） 
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現 行 定 款 変 更 定 款 案 

（補欠監査役の選任） （補欠監査役の選任） 

第24条    （条文省略） 第25条   （現行どおり） 

②    （条文省略） ②   （現行どおり） 

③ 第１項に定める補欠監査役の選任

の効力は、選任後最初に到来する

決算期に関する定時株主総会が開

催されるまでの間とする。 

③ 第１項に定める補欠監査役の選任

の効力は、選任後４年以内に終了

する事業年度のうち最終のものに

関する定時株主総会開始の時まで

とする。 

④    （条文省略） ④   （現行どおり） 

（任期） （任期） 

第25条 監査役の任期は、就任後４年内の

最終の決算期に関する定時株主総

会終結の時までとする。 

第26条 監査役の任期は、選任後４年内に

終了する事業年度のうち最終のも

のに関する定時株主総会終結の時

までとする。 

②    （条文省略） ②   （現行どおり） 

③    （条文省略） ③   （現行どおり） 

第26条～第31条 第27条～第32条 

（条文省略） （現行どおり） 

（新  設） 第６章 役員等の損害賠償責任 

 （役員等の責任免除） 

 第33条 当会社は、会社法第426条第１項の

規定により、取締役会の決議をも

って、同法第423条第１項の取締役

又は監査役（これらの地位にあっ

た者を含む。）の責任を法令の限

度において免除することができ

る。 

第６章 計算 第７章 計算 

（営業年度及び決算期） （事業年度） 

第32条 当会社の営業年度は、毎年11月１

日から翌年10月31日までの一年間

とし、毎年10月31日を決算期とす

る。 

第34条 当会社の事業年度は、毎年１月１

日から12月31日までの一年間とす

る。 

 

（利益配当） （剰余金の配当等） 

第33条 利益配当は、毎決算期現在の株主

名簿に記載又は記録された株主、

登録質権者及び同決算期現在の端

株原簿に記載又は記録された端株

主に対しこれを行う。 

第35条 剰余金の配当は、毎年12月31日現

在の株主名簿に記載又は記録され

た株主、登録株式質権者及び同日

現在の端株原簿に記載又は記録さ

れた端株主に対して行う。 

（新  設） ② 当会社は、中間配当として、毎年

６月30日を基準日とする剰余金の

配当を行うことができる。 
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現 行 定 款 変 更 定 款 案 

（新  設） ③ 当会社は、前２項のほか、基準日

を定めて剰余金の配当をすること

ができる。 

（新  設） ④ 当会社は、取締役会の決議をもっ

て会社法第459条第１項各号に掲

げる剰余金の配当等に関する事項

を定めることができる。 

（新  設） ⑤ 当会社は、法令に別段の定めのあ

る場合を除き、株主総会の決議に

よっては、前項に掲げる事項を定

めない。 

（中間配当） （削  除） 

第34条 当会社は、取締役会の決議によ

り、毎年４月30日の最終の株主名

簿に記載又は記録された株主、登

録質権者及び同日現在の端株原簿

に記載又は記録された端株主に中

間配当を行うことができる。 

 

（配当金等の除斥期間） （配当金の除斥期間） 

第35条 利益配当金及び中間配当金が支払

開始の日から満３年を経過しても

なお受領されない時は、当会社は

その支払の義務を免れる。 

第36条 配当財産が金銭である場合は、そ

の支払開始の日から満３年を経過

してもなお受領されない時は、当

会社はその支払の義務を免れる。 

② 未払いの利益配当金及び中間配当

金には、利息をつけない。 

② 未払いの配当金には、利息をつけ

ない。 

（新  設） 附則 

（新  設） 第１条 第35条第２項の規定の変更は、平

成19年１月１日からその効力を生

じる。なお、本附則は、効力発生

日後これを削除する。 

（新  設） 第２条 第34条の規定にかかわらず、第７

期事業年度は、平成17年11月１日

から平成18年12月31日までの１年

２か月間とする。なお、本附則は

第７期事業年度終了後これを削除

する。 

（新  設） 第３条 本定款一部変更は、第35条第２項

の規定の変更を除き、会社法（平

成17年法律第86号）の施行日より

効力を発生するものとする。なお、

本附則は、効力発生日後これを削

除する。 
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現 行 定 款 変 更 定 款 案 

（新  設） 第４条 会社法（平成17年法律第86号）の

施行日前に支払を開始した利益配

当金及び中間配当金については、

変更前の第35条の定めに従う。な

お、本附則は、上記利益配当金及

び中間配当金の全てについて、そ

の支払又は除斥期間が経過した場

合には、これを削除する。 

 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /00
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /Batang
    /BatangChe
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Dotum
    /DotumChe
    /EstrangeloEdessa
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HGGothicE
    /HGGothicM
    /HGGyoshotai
    /HGMaruGothicMPRO
    /HGPGothicE
    /HGPGothicM
    /HGPGyoshotai
    /HGPSoeiKakugothicUB
    /HGPSoeiKakupoptai
    /HGSeikaishotaiPRO
    /HGSGothicE
    /HGSGothicM
    /HGSGyoshotai
    /HGSoeiKakugothicUB
    /HGSoeiKakupoptai
    /HGSSoeiKakugothicUB
    /HGSSoeiKakupoptai
    /Impact
    /Kartika
    /Latha
    /LucidaConsole
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSansUnicode
    /Mangal-Regular
    /MicrosoftSansSerif
    /MingLiU
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /NSimSun
    /OCRB
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /PMingLiU
    /Raavi
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


