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１． 平成20年３月期第１四半期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年６月30日）

（１） 連結経営成績 (％表示は対前年同四半期増減率)
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２． 平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）　　【参考】

(％表示は、通期は対前期、中間期は対前中間期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中 間 期

通 期

３．その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 有

　　新規　１社（社名　VIETNAM ONAMBA CO.,LTD.）

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 有

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 有

　（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】　４．その他をご覧ください。

　※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　　本資料において、平成20年３月期（平成19年４月１日～平成20年３月31日）の連結並びに個別の業績予想につい

　　て、平成19年５月15日発表の「平成19年３月期 決算短信」にて公表しました予想値を見直しております。

　　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると

　　判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

　　業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、４ページ【定性的情報・

　　財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
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【定性的情報・財務諸表等】 

 １．連結経営成績に関する定性的情報 

    当第１四半期における世界経済は、米国、欧州、アジアとも引き続き安定した成長が続

きました。わが国経済におきましても、堅調な企業収益を背景とした設備投資の活況や底

堅い個人消費等により景気は順調に推移しました。 

    一方薄型テレビを中心とするディジタル家電のマーケットにおける価格下落や銅をは

じめとする主資材の高騰は一向に沈静化の兆しを見せず厳しい環境下におかれています。 

    このような情勢のもと、当社グループは太陽光発電配線ユニットをはじめとする産業用

部門を中心に拡販に注力してまいりました。 

    その結果、当第１四半期における当社グループの売上高は 6,870 百万円（前年同期比

6.5％増）となりましたが、経常利益は 278 百万円（前年同期比 43.2％減）、四半期純利

益は 116 百万円（前年同期比 54.8％減）となりました。 

       

 ２．連結財政状態に関する定性的情報 

  (1) 資産、負債、純資産の状況 
   資産合計は、25,028 百万円（前連結会計年度末比 235 百万円増）となりました。主な内

訳は、現預金の増加 102 百万円、受取手形及び売掛金の減少 139 百万円、たな卸資産の増加

186 百万円によるものであります。 

   負債合計は、12,254 百万円（前連結会計年度末比 198 百万円増）となりました。主な内

訳は、有利子負債の減少 120 百万円、法人税等の減少 62 百万円に対し、支払手形及び買掛

金が 318 百万円増加したことによるものであります。 

   純資産合計は、12,773 百万円（前連結会計年度末比 37 百万円増）となりました。四半期

純利益が 116 百万円ありましたが、配当金が 149 百万円あったこと等により利益剰余金が

32 百万円減少いたしました。また、少数株主持分が 37 百万円、その他有価証券評価差額金

が 13 百万円、為替換算調整勘定が 12 百万円、それぞれ増加いたしました。 

 
  (2) キャッシュ・フローの状況 

    当第１四半期末における現金及び現金同等物は 4,457 百万円となり、前連結会計年度末

に比べて 102 百万円の増加となりました。 

 

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

    当第１四半期における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利

益 278 百万円や減価償却費 127 百万円、売掛債権の減少 139 百万円、仕入債務の増加 329

百万円がありましたが、たな卸資産の増加 187 百万円、法人税等の支払 389 百万円があっ

たこと等により、前年同四半期 185 百万円に対し、470 百万円となりました。 

 
  （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

    当第１四半期における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得 135

百万円等により、前年同四半期のマイナス 332 百万円に対し、マイナス 132 百万円となり

ました。 

 
  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

    当第１四半期における財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済により 117

百万円減少したこと、また配当金の支払が 125 百万円あったこと等により、前年同四半期

の 36 百万円に対し、マイナス 223 百万円になりました。 
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 ３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期の業績の動向等を踏まえ、平成 19 年３月期の決算発表時（平成 19 年５

月 15 日)に公表した平成 20 年３月期(平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日)の中間

及び通期の連結並びに個別業績予想を以下のとおり修正いたします。 

 

(1) 平成20年３月期中間連結業績予想数値の修正(平成19年４月１日～平成19年９月30日) 

単位：百万円 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（Ａ） 
(平成 19 年５月 15 日) 

14,500 1,000 1,000 590 

今回修正予想（Ｂ） 14,500 400 530 220 

増減額（Ｂ－Ａ）    ― △600 △470 △370 

増減率    ― △60.0％ △47.0％ △62.7％

前中間期実績 
(平成 19 年３月期) 

13,470 1,060 1,138 605 

 

(2) 平成20年３月期通期連結業績予想数値の修正(平成19年４月１日～平成20年３月31日) 

単位：百万円 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（Ａ） 
(平成 19 年５月 15 日) 

32,000 2,200 2,200 1,300 

今回修正予想（Ｂ） 32,000 1,500 1,500 800 

増減額（Ｂ－Ａ）    ― △700 △700 △500 

増減率    ― △31.8％ △31.8％ △38.4％

前期実績 
(平成 19 年３月期) 

29,512 2,030 2,206 1,278 

 

(3) 平成20年３月期中間個別業績予想数値の修正(平成19年４月１日～平成19年９月30日) 

単位：百万円 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（Ａ） 
(平成 19 年５月 15 日) 

8,800 340 400 250 

今回修正予想（Ｂ） 9,000 290 400 300 

増減額（Ｂ－Ａ） 200 △50    ― 50 

増減率 2.3％ △14.7％    ― 20.0％

前中間期実績 
(平成 19 年３月期) 

10,050 440 549 385 
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(4) 平成20年３月期通期個別業績予想数値の修正(平成19年４月１日～平成20年３月31日) 

単位：百万円 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（Ａ） 
(平成 19 年５月 15 日) 

19,500 750 900 550 

今回修正予想（Ｂ） 18,500 570 750 500 

増減額（Ｂ－Ａ） △1,000 △180 △150 △50 

増減率 △5.1％ △24.0％ △16.7％ △9.1％

前期実績 
(平成 19 年３月期) 

19,255 644 863 629 

 

(5) 修正の理由 

薄型テレビにつきましては、マーケットにおけるテレビメーカーの競争激化による大幅

な価格下落と加うるに、銅をはじめとする資源高止まりから来る主資材の価格高騰による

原価アップにより収益の悪化が顕在化したため、平成 20 年３月期の連結業績予想につき

ましては、中間、通期ともに、営業利益、経常利益及び当期純利益を修正するものであり

ます。 

また、ソーラーメーカーのシリコン不足による太陽光発電用モジュールの生産数量の伸

び悩みや欧州地区における規格変更による生産調整等が影響し、太陽光発電配線ユニット

の売上が落ち込みました。しかしながら、今後は現行販売先以外の販路開拓や販売提携の

強化等により販売増を図ることや薄型テレビの下期増産が期待できることから、連結売上

高につきましては予想数値を変更しておりません。 

なお、個別業績予想につきましても、上記のとおり修正を行っております。 

 

※ 上記の予想は、本資料の発表時現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、

実際の業績は、今後様々の要因によって予想数値と異なる場合があります。 

 

 ４．その他 

 (1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 

    平成 19 年５月 18 日ベトナムに VIETNAM ONAMBA CO.,LTD.を設立し平成 19 年６月 20 日

に出資を完了いたしました。これにより、同社が連結子会社（特定子会社）となりました。 

 
 (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用 

    法人税等の計上基準に一部簡便的な方法を採用しております。 
 
 (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

   (減価償却方法の変更) 

    平成 19 年度の法人税法改正に伴い、当第１四半期より、当社及び国内連結子会社にお

いて平成 19 年４月１日以降取得した有形固定資産については、改正法人税法に規定する

償却方法により減価償却費を計上しております。また、平成 19 年３月 31 日以前に取得し

た有形固定資産のうち償却可能額までの償却が終了しているものについては、残存簿価を

５年間で均等償却しております。 

    なお、この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 
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５．要約四半期連結財務諸表

　(1) 要約四半期連結貸借対照表

（単位：千円、％）

前期末 当四半期末  前年同四半期末

平成20年3月期 増　減 平成19年3月期
第１四半期末

　
第１四半期末

勘定科目 金　　額 金　　額 金　　額 増減率 金　　額

（資産の部）

流動資産 18,192,224 18,375,324 183,100 1.0 16,139,854

　　現金及び預金 4,575,177 4,677,479 102,302 3,598,382

　　受取手形及び売掛金 7,727,930 7,588,260 △ 139,669 7,427,845

　　たな卸資産 4,916,922 5,103,052 186,129 4,594,387

　　前払費用 86,951 105,199 18,247 92,420

　　短期貸付金 1,253 1,253 0 1,043

　　その他 900,531 917,252 16,720 443,853

　　貸倒引当金 △ 16,543 △ 17,174 △ 631 △ 18,079

固定資産 6,600,608 6,653,222 52,613 0.8 6,350,548

有形固定資産 4,832,226 4,850,835 18,609 0.4 4,599,808

　　建物及び構築物 1,713,132 1,699,443 △ 13,689 1,737,172

　　機械装置及び運搬具 1,447,658 1,487,052 39,394 1,248,465

　　土地 1,328,479 1,339,556 11,077 1,357,237

　　その他 342,955 324,783 △ 18,172 256,933

無形固定資産 59,722 57,130 △ 2,592 △ 4.3 71,471

投資その他の資産 1,708,659 1,745,256 36,596 1.9 1,679,268

　　投資有価証券 1,463,170 1,490,326 27,156 1,424,549

　　長期貸付金 5,040 4,782 △ 257 4,156

　　その他 240,449 250,146 9,697 250,562

資 産 合 計 24,792,832 25,028,546 235,714 1.0 22,490,403

(平成19年3月期末)
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（単位：千円、％）

前期末 当四半期末 　 前年同四半期末

平成20年3月期 増　減 平成19年3月期
第１四半期末 　 第１四半期末

勘定科目 金　　額 金　　額 金　　額 増減率 金　　額

（負債の部）

流動負債 9,292,040 9,719,573 427,533 4.6 9,730,711

　　支払手形及び買掛金 5,222,029 5,540,188 318,159 5,203,000

　　短期借入金 2,600,951 2,427,669 △ 173,282 3,212,888

　　１年以内償還予定社債 60,000 330,000 270,000 60,000

　　未払金 402,567 476,978 74,410 384,387

　　未払法人税等 526,543 271,465 △ 255,077 302,922

　　その他 479,947 673,271 193,323 567,513

固定負債 2,764,343 2,535,318 △ 229,024 △ 8.3 2,751,663

　　社債 700,000 400,000 △ 300,000 730,000

　　長期借入金 1,353,384 1,436,293 82,909 1,299,223

　　その他 710,958 699,024 △ 11,933 722,440

負 債 合 計 12,056,383 12,254,892 198,509 1.6 12,482,375

（純資産の部）

株主資本 10,757,890 10,730,836 △ 27,054 △ 0.3 8,658,337

　　資本金 2,315,335 2,317,649 2,314 0.1 1,779,269

　　資本剰余金 2,032,585 2,034,741 2,156 0.1 1,496,609

　　利益剰余金 6,425,311 6,392,619 △ 32,692 △ 0.5 5,404,707

　　自己株式 △ 15,341 △ 14,174 1,167 △ 7.6 △ 22,249

評価・換算差額等 395,442 421,883 26,440 6.7 72,398

　　その他有価証券評価差額金 296,572 310,046 13,474 4.5 282,977

　　為替換算調整勘定 98,870 111,837 12,966 13.1 △ 210,579

少数株主持分 1,583,116 1,620,934 37,818 2.4 1,277,291

純 資 産 合 計 12,736,449 12,773,654 37,204 0.3 10,008,027

負 債 及 び 純 資 産 合 計 24,792,832 25,028,546 235,714 1.0 22,490,403

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(平成19年3月期末)
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　(2) 要約四半期連結損益計算書
（単位：千円、％）

前年同四半期 当四半期  (参考)　前期

平成19年3月期 平成20年3月期 増　　減
第１四半期 第１四半期

 

金　　額 金　　額 金　　額 増減比 金　　額

売上高 6,452,569 6,870,656 418,087 6.5 29,512,148

売上原価 4,756,420 5,387,384 630,963 13.3 22,407,821

　　売上総利益 1,696,148 1,483,272 △ 212,876 △ 12.6 7,104,327

販売費及び一般管理費 1,245,068 1,236,100 △ 8,968 △ 0.7 5,073,821

　　営業利益 451,080 247,172 △ 203,907 △ 45.2 2,030,506

営業外収益 81,142 67,819 △ 13,323 △ 16.4 380,731

　　受取利息 9,154 8,915 △ 238 56,246

　　受取配当金 5,867 7,642 1,775 19,580

　　為替差益 - - - 95,363

　　その他 66,120 51,260 △ 14,859 209,540

営業外費用 41,420 36,153 △ 5,267 △ 12.7 204,572

　　支払利息 24,967 28,657 3,689 105,921

　　為替差損 4,890 587 △ 4,302 -

　　その他 11,563 6,908 △ 4,654 98,650

　　経常利益 490,801 278,838 △ 211,963 △ 43.2 2,206,665

特別利益 33,073 2,229 △ 30,843 △ 93.3 215,701

　　固定資産売却益 19,483 1 △ 19,481 201,290

　　投資有価証券売却益 13,590 - △ 13,590 13,983

　　貸倒引当金戻入益 - - - 427

　　持分変動利益 - 2,227 2,227 -

特別損失 622 2,254 1,631 262.0 53,013

　　固定資産処分損 622 2,254 1,631 53,013

　　税金等調整前
　　四半期（当期）純利益

523,252 278,814 △ 244,438 △ 46.7 2,369,353

　　法人税、住民税及び事業税 239,814 130,306 △ 109,507 △ 45.7 868,565

　　法人税等調整額 △ 27,516 23,667 51,184 - △ 138,464

　　少数株主利益 53,263 8,251 △ 45,012 △ 84.5 360,956

　　四半期（当期）純利益 257,691 116,588 △ 141,102 △ 54.8 1,278,296

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(平成19年3月期)科　　目
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オーナンバ株式会社(5816)　平成20年３月期　第１四半期財務・業績の概況

 (3) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前年同四半期 当四半期 (参考)　前期

平成19年3月期 平成20年3月期
第１四半期 第１四半期

金　　額 金　　額 金　　額

Ⅰ．営業活動によるキャッシュ･フロー

税金等調整前四半期（当期）純利益 523,252 278,814 2,369,353 

減価償却費 102,956 127,068 498,027 

売上債権の増減額（△は増加額） △ 791,089 139,853 △ 994,815 

たな卸資産の増加額 △ 413,633 △ 187,839 △ 518,087 

仕入債務の増加額 1,212,314 329,404 997,776 

法人税等の支払額 △ 391,646 △ 389,023 △ 829,399 

その他 △ 56,356 172,320 △ 569,934 

営業活動によるキャッシュ･フロー 185,797 470,598 952,921 

Ⅱ．投資活動によるキャッシュ･フロー

有形固定資産の取得による支出 △ 150,979 △ 135,133 △ 612,114 

有形固定資産の売却による収入 29,552 15,861 324,275 

投資有価証券の取得による支出 △ 238,031 △ 4,319 △ 250,262 

投資有価証券の売却による収入 37,628 － 37,628 

その他 △ 10,191 △ 9,113 △ 65,686 

投資活動によるキャッシュ･フロー △ 332,021 △ 132,704 △ 566,159 

Ⅲ．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（△は減少額） 285,117 △ 178,394 △ 157,808 

長期借入れによる収入 13,127 450,000 357,232 

長期借入金の返済による支出 △ 119,482 △ 358,655 △ 669,130 

社債の償還による支出 △ 30,000 △ 30,000 △ 60,000 

自己株式の売却による収入 － 1,274 8,555 

自己株式の取得による支出 △ 777 △ 252 △ 2,444 

親会社による配当金の支払額 △ 111,852 △ 125,527 △ 111,882 

少数株主への配当金の支払額 － － △ 32,742 

株式の発行による収入 － 4,615 1,072,060 

その他 － 13,898 15,344 

財務活動によるキャッシュ･フロー 36,132 △ 223,041 419,182 

Ⅳ．現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 3,339 △ 12,550 55,632 

Ⅴ．現金及び現金同等物の増減額（△は減少額） △ 113,431 102,302 861,577 

Ⅵ．現金及び現金同等物の期首残高 3,491,636 4,355,000 3,491,636 

Ⅶ．新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加高 － － 1,787 

Ⅷ．現金及び現金同等物の期末残高 3,378,205 4,457,303 4,355,000 

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(平成19年3月期)
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オーナンバ株式会社(5816)　平成20年３月期　第１四半期財務・業績の概況

 (4) 所在地別セグメント情報

 　前年同四半期（平成19年３月期第１四半期） （単位：千円）

日　　本 ヨーロッパ 北　　米 ア ジ ア
(日本を除く)

計 消 去
又 は 全 社

連　　結

　　売　　上　　高
 (1) 外部顧客に対する売上高 3,886,557 608,728 947,908 1,009,374 6,452,569 -          6,452,569

 (2) セグメント間の内部売
上 高 又 は 振 替 高 2,119,905 -        1,556 1,954,370 4,075,831 (4,075,831) -          

計 6,006,462 608,728 949,465 2,963,744 10,528,401 (4,075,831) 6,452,569

営　業　費　用 5,573,343 613,204 932,357 2,938,942 10,057,848 (4,056,358) 6,001,489

営業利益（△損失） 433,119 △ 4,476 17,107 24,802 470,553 (19,473) 451,080

 　当四半期（平成20年３月期第１四半期） （単位：千円）

日　　本 ヨーロッパ 北　　米 ア ジ ア
(日本を除く)

計 消 去
又 は 全 社

連　　結

　　売　　上　　高
 (1) 外部顧客に対する売上高 3,735,227 994,747 708,986 1,431,694 6,870,656 -          6,870,656

 (2) セグメント間の内部売
上 高 又 は 振 替 高 1,739,111 199      4,500 1,513,156 3,256,967 (3,256,967) -          

計 5,474,338 994,947 713,487 2,944,850 10,127,624 (3,256,967) 6,870,656

営　業　費　用 5,272,773 989,127 723,141 2,920,279 9,905,321 (3,281,837) 6,623,484

営業利益（△損失） 201,565 5,820 △ 9,654 24,570 222,302 24,870 247,172

(注) １．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。
２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域
　　　ヨ ー ロ ッ パ  ･････イギリス、チェコ
　　　北　　　    米  ･････アメリカ、メキシコ
　　　ｱｼﾞｱ(日本を除く)･････シンガポール、マレーシア、インドネシア、中国、タイ

(参考)前期（平成19年３月期） （単位：千円）

日　　本 ヨーロッパ 北　　米 ア ジ ア
(日本を除く)

計 消 去
又 は 全 社

連　　結

　　売　　上　　高
 (1) 外部顧客に対する売上高 16,050,774 3,154,912 4,333,415 5,973,046 29,512,148 -          29,512,148

 (2) セグメント間の内部
売上高 又は振替高 7,756,760 307 6,185 8,497,684 16,260,938 (16,260,938) -          

計 23,807,534 3,155,220 4,339,601 14,470,731 45,773,087 (16,260,938) 29,512,148

営　業　費　用 22,623,535 3,051,780 4,051,530 14,040,034 43,766,881 (16,285,238) 27,481,642

営　業　利　益 1,183,999 103,439 288,070 430,696 2,006,205 24,300 2,030,506

－　10　－



<<
  /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 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments 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
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




