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1. 平成27年2月期第1四半期の連結業績（平成26年3月1日～平成26年5月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

営業収益 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 ％

27年2月期第1四半期 191,734 △4.1 △3,982 ― △4,137 ― △3,231 ―
26年2月期第1四半期 199,944 △4.0 △1,498 ― △1,717 ― △2,242 ―

（注）包括利益 27年2月期第1四半期 △3,236百万円 （―％） 26年2月期第1四半期 △2,238百万円 （―％）

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

27年2月期第1四半期 △16.25 ―
26年2月期第1四半期 △11.27 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

27年2月期第1四半期 331,718 105,930 31.9
26年2月期 324,966 109,166 33.6
（参考）自己資本 27年2月期第1四半期 105,868百万円 26年2月期 109,099百万円

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 
上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況であります。普通株式と権利関係の異なる種類株式(非上場)に係る配当の状況につきましては、定款におい
て剰余金の配当を行わない旨が定められているため、記載を省略しております。 
なお、種類株式(非上場)につきましては、前連結会計年度におきまして全株式を消却しております。 

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

26年2月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
27年2月期 ―
27年2月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3. 平成27年2月期の連結業績予想（平成26年3月1日～平成27年2月28日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無  

営業収益 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) 410,000 0.2 △2,000 ― △3,000 ― △5,000 ― △25.14
通期 830,000 2.0 2,000 ― 0 ― △6,000 ― △30.17



(1) 当四半期連結累計期間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） ： 無 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(注)当連結会計年度より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しておりま 
   す。詳細は、添付資料3ページ「2.サマリー情報(注記事項)に関する事項 (3)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。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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の対象外でありますが、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸
表に対する四半期レビュー手続は実施中であります。 

※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予想等の将来に関する記述は、本資料発表日現在におきまして当社が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
提に基づき作成したものであり、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合が
あります。 
なお、上記予想に関する事項は、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)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※ 注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 27年2月期1Q 199,038,787 株 26年2月期 199,038,787 株
② 期末自己株式数 27年2月期1Q 166,187 株 26年2月期 165,854 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年2月期1Q 198,872,727 株 26年2月期1Q 122,432,776 株
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1．当四半期決算に関する定性的情報

(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26年3月1日～平成26年5月31日)におけるわが国の経済は、4月の消費税率引き上

げに対する駆け込み需要とその反動があったものの、緩やかな回復基調が続いております。個人消費の先行きにつ

いては雇用や所得環境の改善等から堅調に推移していくものと見込まれる一方、円安基調により輸入原材料の値上

げや発電用の燃料費の上昇があり、依然不透明な状況が続く可能性があります。小売業界におきましては業種、業

態、チャネルを超えた競争が一層激化しており、厳しい経営環境が続くものと見込まれます。 

 

このような状況のもと、当社グループはお買い物を通じてお客様に喜びや価値を提案できる「生活支援事業」を

ビジョンとして掲げ、「シェア拡大によるダイエーブランドの再構築」を基本方針と定めております。 

前連結会計年度に当社グループはイオン株式会社(以下「イオン」)の連結子会社となったことを機に、イオング

ループとの連携、協業を深化させており、イオングループ共通の中期的な方向性である「アジアシフト」「都市シ

フト」「シニアシフト」「デジタルシフト」の4つの方向性の中でも、特に「都市シフト」及び「シニアシフト」

への対応に注力しております。 

当社グループは、今後さらに人口の集中が予測される首都圏及び京阪神エリアの都市部に全体の約9割の店舗を

有しており、この店舗立地の優位性を最大限に活かし、「食」を基軸とした事業領域に経営資源を集中してまいり

ます。これによりスピードを上げて成長への事業改革を推し進めてまいります。 

一方、競争激化の環境下において、当社グループの事業規模では今後さらなるシェアの拡大が難しい地域や子会

社が運営する事業につきましては、それぞれの事業領域において成長を果たすべく、イオングループと一体となっ

た戦略の検討及び事業拡大に取り組んでまいります。 

 

上記の方向性を定める一方で、小売事業につきましては、店舗の収益力向上が急務であり、商品を起点とする売

場改革及び店舗活性化を進めております。 

具体的には、お客様の「簡便・時短」というニーズに合わせ、中食(惣菜や冷凍食品等の即食性の高い商品群や

温めるだけで食べられる加工度の高い商品群)売場の強化を進めており、イオングループの弁当・惣菜専門店オリ

ジン東秀株式会社が監修する量り売り惣菜売場の導入や味や素材にこだわった新商品の開発に取り組んでおりま

す。 

また、衣料品や生活用品におきましては、より専門性の高い売場やサービスを実現するため、イオングループの

ノウハウの活用を進めており、株式会社ジーフットが運営する靴の専門店「グリーンボックス」やディスカウント

文具専門店「ぶんぐのまち」の導入を拡大しております。 

ダイエー港南台店(神奈川県)をはじめ、当社及びスーパーマーケット(以下「ＳＭ」)を展開する当社子会社の株

式会社グルメシティ関東の合計11店舗において、このような取り組みをベースとした店舗活性化を実施し、お客様

より高いご支持を頂いております。 

 

加えて、3月にイオンが発行する電子マネー「ＷＡＯＮ」を当社及びＳＭを展開する当社子会社の株式会社グル

メシティ関東並びに株式会社グルメシティ近畿への導入を完了いたしました。これによりお客様のご精算時間の短

縮を図るとともに、「ＷＡＯＮ」と連動した「お客さま感謝デー」等の販売施策に取り組んでおります。さらに、

都市部の駅前立地店舗が多いことから78店舗の開店時間を早め、通勤者やシニア層の利便性の向上につなげており

ます。このような施策により、今まで当社をご利用されていなかったお客様の獲得に取り組んでおります。 

当社子会社でディスカウントストア(以下「ＤＳ」)を展開する株式会社ビッグ・エーにつきましては、新規出店

によるシェア拡大を目指し、都市部の出店に適した小型ＤＳである大田池上店(東京都)をはじめ3店舗の出店をい

たしました。 

 

利益率と人時生産性の改善を目的とした全社での生産性の改善にも取り組んでおります。イオングループでの商

品の共同調達による原価低減にも引き続き取り組むとともに、イオンのブランド「トップバリュ」の導入拡大を進

めてまいります。このほか、適正な発注、加工及び人員配置等を行なうことで利益率の向上に努めております。 

また、人材や組織の活性化のため、現場力強化を目的とした教育機会を増やすと同時に、パートタイマーの能力

の発揮を促進するため、積極的な役職への登用に努めております。さらにイオングループのノウハウの共有や従業

員の活躍の場を拡大させるため人材交流を引き続き行なっております。 

 

そのほか、当社グループは商品、サービスの提供を通じて地域経済の活性化に貢献する取り組みを積極的に行な

うため、「エリア政策推進チーム」を組成いたしました。具体的な取り組みとして、鹿児島県徳之島に鹿児島県等

と協働してダイエー専用のパパイア農園を開園したほか、「鹿児島うまいもんフェア」の開催等、各地域の自治体

や生産者団体等との協力を深めながら、地域の名産品の販売拡大に努め、地域経済の活性化に貢献してまいりま

す。 
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不動産事業につきましては、商業施設を運営している当社子会社の株式会社ＯＰＡにおいてテナント入れ替えに

よる活性化を継続的に実施する等、営業の強化を図っております。 

 

当第1四半期連結累計期間における連結業績につきましては、営業収益は、前連結会計年度に実施いたしました

店舗閉鎖等の影響により、前年同期に比べ82億円減収の1,917億円(前年同期比4.1％減)となりました。

 

営業損益につきましては、営業収益が前年同期を下回ったこと等により、前年同期に比べ25億円悪化の40億円の

営業損失となりました。

 

経常損益につきましては、営業損益が悪化したこと等により、前年同期に比べ24億円悪化の41億円の経常損失と

なりました。

 

四半期純損益につきましては、閉鎖損失等引当金戻入額等の特別利益の計上等があったものの、経常損益が悪化

したこと等により、前年同期に比べ10億円悪化の32億円の四半期純損失となりました。

 

 

(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資産合計は、曜日回り及び暦日数の影響等による現金及び預金の増加等により、

前連結会計年度末に比べ68億円増加し3,317億円となりました。

 

当第1四半期連結会計期間末の負債合計は、曜日回り及び暦日数の影響等による支払手形及び買掛金、未払金の

増加等により、前連結会計年度末に比べ100億円増加し2,258億円となりました。

 

当第1四半期連結会計期間末の純資産合計は、四半期純損失を32億円計上したこと等により、前連結会計年度末

に比べ32億円減少し1,059億円となりました。

 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

現時点における連結業績予想につきましては、平成26年4月8日の決算発表時の業績予想からの変更はありませ

ん。

 

 

2．サマリー情報（注記事項）に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

 

 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

 

 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

従来、有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却の方法については、「建物及び構築物」は主として定額法

を採用し、「有形固定資産その他」は一部の連結子会社を除き定率法を採用しておりましたが、当連結会計年度

より、すべての有形固定資産について定額法を採用する方針に変更しております。 

この変更は、イオン株式会社の子会社となったことを契機として、当社グループにおける有形固定資産の使用

状況等を検討したところ、当社グループの店舗等で使用する有形固定資産は耐用年数の期間内において安定的か

つ継続的に使用されており、期間損益計算をより適正に行うためには期間中に均等に費用配分を行うことがより

適切であると判断し定額法を採用したものです。 

なお、この変更による当第1四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 
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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) 

 
前連結会計年度 

(平成26年2月28日) 
当第1四半期連結会計期間 

(平成26年5月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 15,094 23,408 

受取手形及び売掛金 2,552 4,713 

商品及び製品 42,700 41,719 

未収入金 13,970 15,966 

その他 17,505 14,139 

貸倒引当金 △74 △100 

流動資産合計 91,747 99,845 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 46,016 46,959 

土地 88,489 85,596 

その他（純額） 14,108 15,277 

有形固定資産合計 148,613 147,831 

無形固定資産 7,312 7,229 

投資その他の資産    

差入保証金 76,829 76,266 

その他 13,256 12,970 

貸倒引当金 △12,792 △12,425 

投資その他の資産合計 77,293 76,812 

固定資産合計 233,218 231,872 

資産合計 324,966 331,718 
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    (単位：百万円) 

 
前連結会計年度 

(平成26年2月28日) 
当第1四半期連結会計期間 

(平成26年5月31日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 58,834 63,133 

1年内返済予定の長期借入金 3,001 3,001 

未払金 14,436 17,843 

未払法人税等 1,120 351 

賞与引当金 587 1,021 

販売促進引当金 2,106 2,095 

商品券引換引当金 1,417 1,415 

閉鎖損失等引当金 859 610 

その他 15,822 24,296 

流動負債合計 98,180 113,765 

固定負債    

長期借入金 35,620 31,471 

長期預り保証金 17,727 17,621 

再評価に係る繰延税金負債 5,976 5,976 

退職給付引当金 30,409 30,242 

閉鎖損失等引当金 8,665 6,274 

資産除去債務 10,158 10,085 

その他 9,064 10,354 

固定負債合計 117,619 112,022 

負債合計 215,800 225,788 

純資産の部    

株主資本    

資本金 56,517 56,517 

資本剰余金 56,014 56,014 

利益剰余金 △13,794 △17,026 

自己株式 △452 △452 

株主資本合計 98,285 95,054 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 4 4 

土地再評価差額金 10,811 10,811 

その他の包括利益累計額合計 10,814 10,814 

少数株主持分 67 62 

純資産合計 109,166 105,930 

負債純資産合計 324,966 331,718 
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(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(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25年3月1日 

  至 平成25年5月31日) 

当第1四半期連結累計期間 
(自 平成26年3月1日 

  至 平成26年5月31日) 

売上高 185,520 177,790 

売上原価 130,992 125,104 

売上総利益 54,528 52,686 

営業収入 14,424 13,944 

営業総利益 68,952 66,630 

販売費及び一般管理費 70,450 70,612 

営業損失（△） △1,498 △3,982 

営業外収益    

閉鎖損失等引当金戻入額 354 183 

貸倒引当金戻入額 111 166 

雑収入 373 324 

営業外収益合計 838 672 

営業外費用    

支払利息 588 257 

退職給付会計基準変更時差異の処理額 181 178 

雑損失 288 393 

営業外費用合計 1,057 828 

経常損失（△） △1,717 △4,137 

特別利益    

固定資産売却益 64 151 

閉鎖損失等引当金戻入額 － 1,220 

その他 － 5 

特別利益合計 64 1,376 

特別損失    

固定資産減損損失 123 10 

閉鎖損失等引当金繰入額 222 156 

固定資産廃却損 12 105 

その他 3 － 

特別損失合計 360 270 

税金等調整前四半期純損失（△） △2,013 △3,031 

法人税、住民税及び事業税 257 257 

法人税等調整額 △29 △52 

法人税等合計 228 205 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △2,241 △3,236 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1 △5 

四半期純損失（△） △2,242 △3,231 
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(四半期連結包括利益計算書)

(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25年3月1日 

  至 平成25年5月31日) 

当第1四半期連結累計期間 
(自 平成26年3月1日 

  至 平成26年5月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △2,241 △3,236 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 3 0 

その他の包括利益合計 3 0 

四半期包括利益 △2,238 △3,236 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,239 △3,231 

少数株主に係る四半期包括利益 1 △5 
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(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

 

 

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

 

 

- 8 -

㈱ダイエー　(8263)　平成27年2月期第1四半期決算短信


	20140701.pdf
	140701.pdf


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /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 true
  /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 <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


