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1.  平成24年7月期第3四半期の業績（平成23年8月1日～平成24年4月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

24年7月期第3四半期 2,741 △31.5 200 △68.3 230 △61.8 131 △62.1
23年7月期第3四半期 4,000 18.0 631 36.4 602 29.0 346 24.9

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

24年7月期第3四半期 18.68 ―
23年7月期第3四半期 49.25 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年7月期第3四半期 8,463 6,523 77.1
23年7月期 9,005 6,485 72.0
（参考） 自己資本   24年7月期第3四半期  6,523百万円 23年7月期  6,485百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

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

23年7月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
24年7月期 ― 0.00 ―
24年7月期（予想） 15.00 15.00

3.  平成24年7月期の業績予想（平成23年8月1日～平成24年7月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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

通期 4,550 △13.4 560 △30.9 550 △25.9 320 △25.6 45.48



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は、【添付資料】３ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、【添付資料】３ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）平成23年８月１日付で普通株式１株につき1.2株の割合で株式分割を行なっております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、23年
７月期の期末発行済株式数及び期末自己株式数、23年７月期３Ｑの期中平均株式数を算定しております。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年7月期3Q 7,042,881 株 23年7月期 7,042,881 株
② 期末自己株式数 24年7月期3Q 7,264 株 23年7月期 6,500 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年7月期3Q 7,035,817 株 23年7月期3Q 7,036,474 株

※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レビュー手続きの対象外であり、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
く四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。 

※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。なお、上記の予想の前提条件その他に関する事項については、【添付資料】３ページ「１．当四半
期決算に関する定性的情報（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
・当社は、平成23年８月１日付で普通株式１株につき1.2株の割合で株式分割を行なっておりますが、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、
四半期純利益金額を算出しております。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災に起因する個人消費の落ち込み、欧州債務危機、タ

イの洪水被害によるエレクトロニクス関連産業への悪影響、中国の牽引力低下、歴史的な円高の長期化などによ

り、先行き不透明感が経済に深刻な影響を及ぼしております。 

当社を取り巻く半導体等電子部品業界におきましては、生産調整、設備投資の抑制、延期等が一段と進行致しま

した。環境貢献型デバイスであるＬＥＤ（Light Emitting Diode＝発光ダイオード）を中心とするオプトエレクト

ロニクス分野についても、将来的な拡大は見込まれるものの、現在の 終製品である液晶テレビ等の販売減少に伴

い、特に海外市場の生産機への投資は先延ばしの傾向が強まりました。 

このような状況の下、当社では引き続き需要の拡大が見込まれるＬＥＤ用途向け装置の受注、販売に注力し、円

高に対処したアジア市場向け装置の販売を開始するなど、事業展開のための施策を行いました。また、東南アジア

を始めとする海外地域に対しては、現地拠点の活用や代理店販売を通じた研究開発機の拡販に努めました。国内市

場は、ＬＥＤ生産用途で大型装置のリピート販売が増加し、携帯電話用ＳＡＷ（Surface Acoustic Wave＝弾性表

面波）フィルター用途への需要も加わりましたが、高額の研究開発機がやや減少し、国内売上高は2,152百万円

（前年同期比13.6％減）となりました。また、海外市場は中国の金融引き締め策の影響から、台湾や中国などのア

ジア市場の生産機の販売が減少いたしました。台湾や中国の不振をカバーすべく、他の地域にも重点を置いた営業

販売活動に注力した結果、韓国や北米などへの輸出は増加したものの、輸出販売高は589百万円（前年同期比

60.9％減）となりました。一方で、落ち込みを見せていた中国や台湾における生産機への設備投資の動きが、２月

を底に回復基調であることから、当第４四半期での受注獲得及び期中販売を見込み、仕掛品の短納期出荷へ対応す

るため生産体制の整備、見直しを図りました。 

以上の結果、当第３四半期累計期間における業績は、売上高が2,741百万円（前年同期比31.5％減）、経常利益

が230百万円（前年同期比61.8％減）、純利益は131百万円（前年同期比62.1％減）となりました。 

  

（品目別売上高） 

  

（用途別売上高） 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

品  目 売上高（千円） 構成比（％） 前年同期比（％） 

ＣＶＤ装置  586,903  21.4  △48.5

エッチング装置  1,385,234  50.5  △33.0

洗浄装置  341,884  12.5  27.2

その他装置  8,600  0.3  －

その他  418,922  15.3  △19.9

合計  2,741,545  100.0  △31.5

用  途 売上高（千円） 構成比（％） 前年同期比（％） 

オプトエレクトロニクス分野  1,302,552  47.5  △40.5

電子部品分野  516,761  18.8  △32.3

シリコン分野  226,964  8.3  8.3

実装・表面処理分野  71,300  2.6  11.0

表示デバイス分野  70,940  2.6  －

その他分野  134,103  4.9  △46.8

部品・メンテナンス  418,922  15.3  △19.9

合計  2,741,545  100.0  △31.5
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（２）財政状態に関する定性的情報 

（流動資産） 

当第３四半期会計期間末における流動資産の残高は、5,029百万円で前事業年度末に比べ498百万円減少いたしま

した。たな卸資産が95百万円、未収還付法人税等が71百万円増加した一方、売上債権が719百万円減少いたしまし

た。 

（固定資産） 

当第３四半期会計期間末における固定資産の残高は、3,434百万円で前事業年度末に比べ43百万円減少いたしま

した。有形固定資産が34百万円、投資有価証券が4百万円減少したのが主な要因であります。 

（流動負債） 

当第３四半期会計期間末における流動負債の残高は、1,306百万円で前事業年度末に比べ572百万円減少いたしま

した。買掛金が256百万円、未払法人税等が254百万円、前受金が43百万円減少したのが主な要因であります。 

（固定負債） 

当第３四半期会計期間末における固定負債の残高は、632百万円で前事業年度末に比べ8百万円減少いたしまし

た。退職給付引当金が16百万円増加した一方、長期借入金が29百万円減少いたしました。 

（純資産） 

当第３四半期会計期間末における純資産の残高は、6,523百万円で前事業年度末に比べ38百万円増加いたしまし

た。これは、利益剰余金が43百万円増加したことなどによります。自己資本比率は77.1％と前事業年度末比5.1ポ

イント上昇いたしました。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

平成24年７月期の業績予想につきましては、平成24年３月８日に発表いたしました通期の業績予想数値に変更は

ありません。 

   

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（税金費用の計算） 

税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実

効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（１株当たり当期純利益に関する会計基準等の適用） 

第１四半期会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22年６月30

日）、「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成22年６月30

日）及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第９号 平成22年６月30日）を適用し

ております。この適用により、第１四半期会計期間に行った株式分割は、前事業年度の期首に行われたと仮定して

１株当たり四半期純利益を算定しております。 

これらの会計基準を適用しなかった場合の前第３四半期累計期間の１株当たり四半期純利益は、 円 銭であり

ます。 

  

（３）追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項

59 10
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年７月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,277,763 3,314,445

受取手形 65,190 183,166

売掛金 1,571,903 734,787

製品 4,082 3,308

仕掛品 452,351 572,880

原材料及び貯蔵品 105,220 80,816

前払費用 6,895 14,988

繰延税金資産 36,472 36,472

未収消費税等 802 －

未収還付法人税等 － 71,655

その他 7,128 16,676

貸倒引当金 △159 △92

流動資産合計 5,527,651 5,029,104
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年７月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年４月30日) 

固定資産   

有形固定資産   

建物 851,296 872,230

減価償却累計額 △472,972 △496,232

建物（純額） 378,323 375,998

構築物 25,314 25,314

減価償却累計額 △20,076 △20,856

構築物（純額） 5,238 4,458

機械及び装置 436,152 513,871

減価償却累計額 △379,187 △417,978

機械及び装置（純額） 56,965 95,893

車両運搬具 43,032 43,032

減価償却累計額 △35,050 △37,594

車両運搬具（純額） 7,981 5,437

工具、器具及び備品 162,566 161,837

減価償却累計額 △142,882 △145,715

工具、器具及び備品（純額） 19,683 16,122

土地 2,530,836 2,530,836

リース資産 11,235 11,235

減価償却累計額 △4,204 △5,803

リース資産（純額） 7,030 5,431

建設仮勘定 72,486 9,848

有形固定資産合計 3,078,546 3,044,026

無形固定資産   

特許権 22,106 18,013

電話加入権 2,962 2,962

ソフトウエア 3,129 1,599

水道施設利用権 3,238 3,027

リース資産 3,404 2,638

無形固定資産合計 34,841 28,240

投資その他の資産   

投資有価証券 33,529 29,161

関係会社株式 20,080 20,080

出資金 5,000 5,000

繰延税金資産 218,798 221,757

差入保証金 57,246 56,249

保険積立金 29,326 29,327

その他 － 216

投資その他の資産合計 363,980 361,793

固定資産合計 3,477,368 3,434,060

資産合計 9,005,019 8,463,164
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年７月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年４月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 522,802 266,354

短期借入金 800,000 800,000

1年内返済予定の長期借入金 39,996 39,996

リース債務 3,153 3,153

未払金 69,938 62,329

未払費用 31,043 32,655

未払法人税等 259,394 4,935

未払消費税等 － 28,877

前受金 43,910 71

預り金 23,277 13,700

賞与引当金 21,800 41,456

役員賞与引当金 18,240 2,440

製品保証引当金 13,700 10,400

設備関係未払金 31,484 －

流動負債合計 1,878,740 1,306,369

固定負債   

長期借入金 96,677 66,680

リース債務 7,281 4,916

長期未払金 364 245

退職給付引当金 230,623 246,728

役員退職慰労引当金 305,990 314,321

固定負債合計 640,935 632,891

負債合計 2,519,676 1,939,260

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,213,787 1,213,787

資本剰余金   

資本準備金 1,629,587 1,629,587

資本剰余金合計 1,629,587 1,629,587

利益剰余金   

利益準備金 59,500 59,500

その他利益剰余金   

別途積立金 2,847,000 3,187,000

繰越利益剰余金 738,557 442,056

利益剰余金合計 3,645,057 3,688,556

自己株式 △7,796 △8,491

株主資本合計 6,480,635 6,523,440

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,708 463

評価・換算差額等合計 4,708 463

純資産合計 6,485,343 6,523,904

負債純資産合計 9,005,019 8,463,164
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成22年８月１日 
 至 平成23年４月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年８月１日 
 至 平成24年４月30日) 

売上高 4,000,143 2,741,545

売上原価 2,202,309 1,433,515

売上総利益 1,797,834 1,308,030

販売費及び一般管理費 1,166,227 1,107,625

営業利益 631,606 200,404

営業外収益   

受取利息 1,838 757

為替差益 － 23,787

受取解約金 － 11,700

雑収入 1,711 1,420

営業外収益合計 3,550 37,665

営業外費用   

支払利息 7,458 7,042

為替差損 24,559 －

雑損失 354 895

営業外費用合計 32,372 7,938

経常利益 602,783 230,131

税引前四半期純利益 602,783 230,131

法人税等 256,182 98,677

四半期純利益 346,601 131,454
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該当事項はありません。 

   

当社は、半導体等電子部品製造装置の製造及び販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま

す。 

   

該当事項はありません。 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

サムコ(株) (6387) 平成24年７月期 第３四半期決算短信(非連結)
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（１）生産、受注及び販売の状況 

当社は、半導体等電子部品製造装置の製造及び販売事業の単一セグメントであるため、生産、受注及び販売の状

況につきましては、当社の品目別及び地域別に記載しております。 

① 生産実績                                       （単位：千円）

（注）１.金額は販売価格によっております。 

２.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

② 受注実績                                       （単位：千円）

（注）１.金額は販売価格によっております。 

２.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

③ 販売実績                                       （単位：千円）

（注）１.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

４．補足情報

区 分 

（品目別） 

前第３四半期累計期間 

（自 平成22年８月１日 

至 平成23年４月30日） 

当第３四半期累計期間 

（自 平成23年８月１日 

至 平成24年４月30日） 

前事業年度 

（自 平成22年８月１日 

至 平成23年７月31日 

金 額 
  

金 額 
  

金 額 
  

構成比（％） 構成比（％） 構成比（％）

ＣＶＤ装置  1,126,382  27.5  459,330  15.2  1,530,743  28.3

エッチング装置  2,091,557  51.0  1,777,335  58.6  2,782,307  51.4

洗浄装置  304,727  7.4  327,602  10.8  423,312  7.8

その他装置  26,683  0.6  21,578  0.7  27,430  0.5

その他  553,340  13.5  445,375  14.7  651,033  12.0

合計  4,102,691  100.0  3,031,221  100.0  5,414,827  100.0

区 分 

（品目別） 

前第３四半期累計期間 

（自 平成22年８月１日 

至 平成23年４月30日） 

当第３四半期累計期間 

（自 平成23年８月１日 

至 平成24年４月30日） 

前事業年度 

（自 平成22年８月１日 

至 平成23年７月31日 

受注高 受注残 受注高 受注残 受注高 受注残 

ＣＶＤ装置  928,500  407,850  385,008  359,480  1,226,175  561,375

エッチング装置  1,841,634  810,040  1,140,423  692,807  2,864,053  937,619

洗浄装置  328,248  163,102  199,284  45,600  474,077  188,200

その他装置  －  －  800  －  7,800  7,800

その他  505,715  42,888  406,042  41,347  610,503  54,227

合計  3,604,097  1,423,881  2,131,559  1,139,235  5,182,609  1,749,221

区 分 

（品目別） 

前第３四半期累計期間 

（自 平成22年８月１日 

至 平成23年４月30日） 

当第３四半期累計期間 

（自 平成23年８月１日 

至 平成24年４月30日） 

前事業年度 

（自 平成22年８月１日 

至 平成23年７月31日 

金 額 
  

金 額 
  

金 額 
  

構成比（％） 構成比（％） 構成比（％）

ＣＶＤ装置  1,139,150  28.5  586,903  21.4  1,283,300  24.4

エッチング装置  2,069,038  51.7  1,385,234  50.5  2,963,878  56.4

洗浄装置  268,875  6.7  341,884  12.5  389,607  7.4

その他装置  －  －  8,600  0.3  －  －

その他  523,079  13.1  418,922  15.3  616,529  11.8

合計  4,000,143  100.0  2,741,545  100.0  5,253,315  100.0
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２.主な輸出地域、輸出販売高及び割合は次のとおりであります。 

（単位：千円） 

（注）（ ）内は総販売実績に対する輸出販売高の割合です。 

  

区 分 

（地域別） 

前第３四半期累計期間 

（自 平成22年８月１日 

至 平成23年４月30日） 

当第３四半期累計期間 

（自 平成23年８月１日 

至 平成24年４月30日） 

前事業年度 

（自 平成22年８月１日 

至 平成23年７月31日 

金 額 
  

金 額 
  

金 額 
  

構成比（％） 構成比（％） 構成比（％）

アジア  1,264,941  83.9  486,369  82.5  1,914,550  88.1

北米  60,744  4.0  93,789  15.9  78,889  3.6

欧州  40,527  2.7  7,481  1.3  39,953  1.8

その他  141,950  9.4  1,879  0.3  139,940  6.5

輸出販売高合計 

  

 

（ ％） 

1,508,164

37.7

 

  

100.0  

（ ％） 

589,519

21.5

 

  

100.0  

（ ％） 

2,173,333

41.4

 

  

100.0

サムコ(株) (6387) 平成24年７月期 第３四半期決算短信(非連結)

－ 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


