
  

  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月1日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月1日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

23年３月期第１四半期  11,582  13.4  426  －  479  －  87  －

22年３月期第１四半期  10,212 △  4.1 △  748  － △  731  － △  612  －

  
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり 
四半期純利益 

  円 銭 円 銭 

23年３月期第１四半期  2  39  －      

22年３月期第１四半期  △16  83  －      

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

  百万円 百万円 ％ 円 銭 

23年３月期第１四半期  47,945  33,608  67.8  899 56

22年３月期  50,541  34,164  65.3  905  91

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 32,494百万円 22年３月期 32,987百万円 

  
年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

  円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

 22年３月期  －       13 50 －      14  50  28 00

 23年３月期  －      

 23年３月期（予想） 14 00 －      14  00  28 00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり
当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

第２四半期（累計）  24,500  3.9  300  △45.3  500  3.4  200  58.4  5  36

通期  53,500  3.4  2,300  △27.1  2,500  △24.6  1,200  △15.9  32  17



４．その他（詳細は、【添付資料】３ページ「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規      －社 （                   － ）  、除外       －社  （                   － ） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作

成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
（注）野村信託銀行株式会社（ゼンリン従業員持株会専用信託口）が保有する自己株式は、「②期末自己株式

数」には含めておらず、「③期中平均株式数（四半期累計）」には、含めております。 

   なお、「②期末自己株式数」に含めていない当該株式数は、 株であります。 
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続の対象外ではありますが、この四半期

決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期レビュー報告書を受領しております。 

  

※  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

なる条件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、四半期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績

予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 38,200,910株 22年３月期 38,200,910株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 894,829株 22年３月期 1,787,480株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 36,786,194株 22年３月期１Ｑ 36,414,659株

871,900
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）におけるわが国経済は、各国の景気

刺激策の効果もあり輸出が緩やかに回復したことで、企業の設備投資は下げ止まりつつあり、個人消費につきまし

ても追加経済対策などの効果で持ち直しの傾向にあります。しかし、依然としてデフレ進行や雇用情勢の低迷が懸

念されており、更に今後は、経済対策効果も薄れてくることが予想されますことから、不透明感の強い景況が続く

ものと思われます。 

  

 このような環境の中、国内・海外カーナビゲーション用データやデータ配信の売上が堅調に推移したことに加

え、減少傾向が続いておりました住宅地図帳の売上も微減に留まりましたことから、売上高は11,582百万円（前年

同期比1,369百万円増加、13.4％増）となりました。  

 損益面では、増収に伴い営業費用は増加いたしましたが、地図データベース整備費用に対する会計処理方法の変

更による影響が一巡したことなどにより、営業利益は426百万円（前年同期比1,174百万円改善）、経常利益は479

百万円（前年同期比1,210百万円改善）、四半期純利益は87百万円（前年同期比700百万円改善）となりました。 

 なお、従来の傾向では、当社グループの売上高は、季節による需要の変動が大きく、例年第１四半期は年間売上

高に占める割合が も低く、第４四半期が も高くなりますが、この要因は当初計画に織り込んでおります。  

  

 セグメントの業績は、以下のとおりであります。 

  

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成

20年３月21日）を適用しております。 

 なお、セグメントの区分方法に変更はありませんので、各セグメントの前年同期比較を行っております。 

  

（地図データベース関連事業）  

 当社の主力事業であります地図データベース関連事業につきましては、追加経済対策などの効果により国内のカ

ーナビゲーション用データの売上が増加したことに加え、北米経済の回復傾向を背景に海外のカーナビゲーション

用データの売上も順調に推移いたしました。また、携帯サービスの会員数の増加などによりデータ配信売上も堅調

に推移いたしましたことに加え、減少傾向にありました住宅地図帳の売上も微減に留まりましたことから、当事業

の売上高は9,498百万円（前年同期比1,236百万円増加、15.0％増）となりました。  

 損益面では、増収に伴い営業費用は増加いたしましたが、前述の地図データベース整備費用の処理が一巡したこ

となどにより、セグメント利益は421百万円（前年同期の営業損失比1,111百万円改善）となりました。  

  

（一般印刷関連事業）  

 一般印刷関連事業の売上高は、順調に受注が伸びたことで1,061百万円（前年同期比75百万円増加、7.6％増）と

なりましたが、増収に伴い外注費及び主材料費も増加いたしました結果、セグメント損失は13百万円（前年同期の

営業損失比37百万円改善）となりました。 

  

（その他） 

 その他の売上高は1,022百万円（前年同期比58百万円増加、6.0％増）、セグメント損失は20百万円（前年同期の

営業損失比24百万円改善）となりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の財政状態といたしましては、前連結会計年度末（平成22年３月末）と比べ、受取

手形及び売掛金が2,247百万円減少いたしました結果、総資産は47,945百万円（前連結会計年度末比2,595百万円減

少、5.1％減）となりました。  

 また、当第１四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、次のとおりであります。

  

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計年度末に比

べ193百万円減少し、7,109百万円（前年同期比2,793百万円増加）となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動の結果得られた資金は1,640百万円（前年同期比804百万円増加）であります。これは、法人税等の支払

額1,521百万円があったものの、売上債権の減少額2,243百万円及び減価償却費821百万円等があったことなどによ

るものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 投資活動の結果支出した資金は925百万円（前年同期比319百万円増加）であります。これは、有形及び無形固定

資産の取得による支出826百万円があったことなどによるものであります。  

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動の結果支出した資金は885百万円（前年同期比985百万円減少）であります。これは、「信託型従業員持

株インセンティブ・プラン」の導入に伴い長期借入れによる収入1,090百万円があったものの、短期借入金の返済

（純額）で1,250百万円及び配当金の支払額496百万円があったことなどによるものであります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 第２四半期以降につきましては、当面は経済環境などの不透明さが継続すると思われますことから、現段階にお

きましては、平成22年５月７日に公表いたしました連結業績予想に変更はありません。 

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

  該当事項はありません。 

  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

  重要な事項はないため、記載を省略しております。 

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 

  （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

    当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３

   月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月

   31日）を適用しております。  

    これにより営業利益、経常利益はそれぞれ４百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は115百万円減少 

   しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は34百万円であります。 

    

 ② ①以外の変更 

   該当事項はありません。  

   

２．その他の情報

㈱ゼンリン（9474）平成23年３月期　第１四半期決算短信

－3－



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,385 7,471

受取手形及び売掛金 9,003 11,251

有価証券 2,054 54

たな卸資産 1,540 1,297

その他 2,835 2,917

貸倒引当金 △67 △83

流動資産合計 20,752 22,907

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,524 4,553

土地 8,348 8,348

その他（純額） 1,868 1,888

有形固定資産合計 14,741 14,789

無形固定資産   

のれん 466 499

ソフトウエア 5,504 5,484

その他 1,115 1,131

無形固定資産合計 7,085 7,114

投資その他の資産   

投資有価証券 2,278 2,369

その他 3,364 3,654

貸倒引当金 △276 △294

投資その他の資産合計 5,366 5,729

固定資産合計 27,193 27,633

資産合計 47,945 50,541
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,357 1,774

短期借入金 930 2,240

未払費用 3,998 3,467

未払法人税等 91 1,463

役員賞与引当金 10 114

その他 2,481 2,792

流動負債合計 8,869 11,852

固定負債   

長期借入金 2,264 1,199

退職給付引当金 1,734 1,748

役員退職慰労引当金 214 233

その他 1,253 1,343

固定負債合計 5,467 4,525

負債合計 14,337 16,377

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,557 6,557

資本剰余金 13,111 13,111

利益剰余金 15,889 16,946

自己株式 △2,774 △3,416

株主資本合計 32,783 33,198

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △137 △63

為替換算調整勘定 △151 △147

評価・換算差額等合計 △289 △211

少数株主持分 1,113 1,176

純資産合計 33,608 34,164

負債純資産合計 47,945 50,541
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第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) 

売上高 10,212 11,582

売上原価 6,900 6,573

売上総利益 3,311 5,008

販売費及び一般管理費 4,059 4,582

営業利益又は営業損失（△） △748 426

営業外収益   

受取利息 2 2

受取配当金 52 102

不動産賃貸料 38 －

その他 32 80

営業外収益合計 125 185

営業外費用   

支払利息 15 10

デリバティブ評価損 － 78

為替差損 68 30

その他 24 12

営業外費用合計 108 131

経常利益又は経常損失（△） △731 479

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 14

特別利益合計 － 14

特別損失   

固定資産除売却損 1 6

ゴルフ会員権評価損 － 35

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 111

投資有価証券評価損 81 －

その他 1 7

特別損失合計 84 161

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（△）

△815 332

法人税、住民税及び事業税 146 187

法人税等調整額 △372 115

法人税等合計 △226 303

少数株主損益調整前四半期純利益 － 29

少数株主利益又は少数株主損失（△） 23 △58

四半期純利益又は四半期純損失（△） △612 87
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

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（△）

△815 332

減価償却費 845 821

のれん償却額 37 33

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △42 △103

退職給付引当金の増減額（△は減少） △24 △13

投資有価証券評価損益（△は益） 81 －

ゴルフ会員権評価損 － 35

デリバティブ評価損益（△は益） － 78

受取利息及び受取配当金 △54 △104

支払利息 15 10

固定資産除売却損益（△は益） 1 6

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 111

売上債権の増減額（△は増加） 2,282 2,243

たな卸資産の増減額（△は増加） 378 △243

仕入債務の増減額（△は減少） △561 △409

未払費用の増減額（△は減少） 165 531

未払消費税等の増減額（△は減少） △287 △309

その他 △292 58

小計 1,729 3,079

利息及び配当金の受取額 54 104

利息の支払額 △14 △22

法人税等の支払額 △934 △1,521

営業活動によるキャッシュ・フロー 835 1,640

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） － △103

有形及び無形固定資産の取得による支出 △706 △826

投資有価証券の売却による収入 96 5

その他 4 △1

投資活動によるキャッシュ・フロー △606 △925

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） △840 △1,250

長期借入れによる収入 － 1,090

長期借入金の返済による支出 △330 △85

リース債務の返済による支出 △190 △159

自己株式の取得による支出 － △1,090

自己株式の売却による収入 － 1,110

配当金の支払額 △500 △496

少数株主への配当金の支払額 △9 △4

その他 △0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,870 △885

現金及び現金同等物に係る換算差額 59 △22

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,581 △193

現金及び現金同等物の期首残高 5,833 7,302

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 63 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,315 7,109
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  該当事項はありません。  

  

  

【事業の種類別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

（注）１ 事業区分の方法及び各事業に属する主要な製品の名称 

(1) 事業区分の方法…………………内部管理上採用している区分によっております。 

(2) 各事業に属する主要な製品の名称 

① 地図データベース関連事業…住宅地図帳、応用地図、住宅地図データベース、カーナビゲーシ

ョン用データ 

② 一般印刷関連事業……………一般印刷物 

③ その他事業……………………CAD受託処理、仕入商品  

２ 地図データベース整備費用の会計処理方法の変更 

「４.その他（3）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法の変更」に記載の

とおり、当第１四半期連結会計期間より地図データベース整備費用については、期間費用として売上

原価に計上する方法に変更しております。この結果、従来の方法に比べ、地図データベース関連事業

の営業損失は479百万円増加しております。 

【所在地別セグメント情報】 

 前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。 

【海外売上高】 

 前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  

地図データ
ベース 
関連事業 
（百万円） 

一般印刷 
関連事業 

(百万円) 

その他 
事業 

(百万円) 

計 
  

(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
  

(百万円) 

売上高                                    

(1) 外部顧客に対する 

売上高 
 8,261  986  964  10,212  －  10,212

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 －  61  8  69 (69)  －

計  8,261  1,047  972  10,282 (69)  10,212

営業利益(△は損失)  △689  △50  △44  △785  37  △748
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【セグメント情報】 

１ 報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、当

社の取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもの

であります。 

 当社グループは、各種地図、地図データベース、コンテンツなどを製造・販売する事業と商業印刷物の企画・

デザイン及び製造・販売を中心とした事業活動を展開しております。 

 したがって、当社グループは、製造・販売体制を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されてお

り、「地図データベース関連事業」及び「一般印刷関連事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 「地図データベース関連事業」は、住宅地図帳、応用地図、住宅地図データベース及びカーナビゲーション用

データ等を製造・販売しております。「一般印刷関連事業」は、一般印刷物を製造・販売しております。 

  

２ 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 

  

当第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） 

（注）「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、仕入商品販売事業、CAD受

託処理事業及びインターネットを中心とした広告代理事業を含んでおります。 

  

３ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内

容 （差異調整に関する事項） 

  

（追加情報）  

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成

20年３月21日）を適用しております。  

  

  

 当社は、平成22年５月24日付で自己株式892,700株を野村信託銀行株式会社（ゼンリン従業員持株会専用信託

口）へ譲渡しております。また、平成22年６月30日までに自己株式20,800株を信託口からゼンリン従業員持株会へ

譲渡しております。その結果、自己株式が641百万円、資本剰余金が０百万円及び利益剰余金が616百万円それぞれ

減少しております。  

  

  

  （単位：百万円）

  

報告セグメント
その他 
（注） 

合計
地図データベ
ース関連事業

一般印刷関連
事業 

計

売上高           

外部顧客への売上高  9,498  1,061  10,559  1,022  11,582

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 12  73  86  9  96

計  9,510  1,135  10,646  1,032  11,678

セグメント利益又は損失(△)  421  △13  407  △20  387

  （単位：百万円）  

利益 金額   

報告セグメント計  407

「その他」の区分の利益  △20

セグメント間取引消去  39

四半期連結損益計算書の営業利益  426

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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   長期経営構想（ZGP2013）で区分した各事業の販売実績  

  

４．補足情報

（事業区分）  

22年３月期 

第１四半期 

連結累計期間 

（百万円） 

23年３月期 

第１四半期 

連結累計期間

（百万円）

増減額  

（百万円）
増減率 主要な製品 

広告事業  96  92  △3 △4.0% 各種メディア 

出版事業  1,806  1,748  △57 △3.2% 
住宅地図帳、応用地図、 

仕入商品 

GIS事業  1,372  1,653  281 20.5% 住宅地図データベース 

コンテンツ事業  1,598  1,987  389 24.3% 
データ配信サービス、 

３D地図データ 

ITS事業  2,877  3,265  387 13.5% 
国内カーナビゲーション用 

データ、３D地図データ 

グローバル事業  592  857  264 44.7% 
海外カーナビゲーション用 

データ、各種海外コンテンツ 

その他事業  1,869  1,977  107 5.8% 
一般印刷物、CAD受託処理、 

セールスプロモーション商品等 

合  計  10,212  11,582  1,369 13.4%   

㈱ゼンリン（9474）平成23年３月期　第１四半期決算短信

－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


