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1. 平成 22年 3月期第2四半期の連結業績（平成 21年 4月 1日～平成 21年 9月 30日） 

 (1) 連結経営成績(累計)

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 ％

22年 3月期第2四半期 67,184 1.8 22,382 8.1 24,107 7.2 15,914 14.6
21年 3月期第2四半期 65,993 ─ 20,711 ─ 22,478 ─ 13,883 ─

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 ※前期は、「四半期財務諸表に関する会
計基準」等に基づき財務諸表を作成した
初年度であったため、前期の対前年同四
半期増減率は記載しておりません。

22年 3月期第2四半期 146.35 ─
21年 3月期第2四半期 125.00 ─

 (2) 連結財政状態

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

22年 3月期第2四半期 435,783 405,759 92.3 3,698.81
21年 3月期 421,280 390,041 91.8 3,555.54

(参考) 自己資本 22年 3月期第2四半期 402,194百万円     21年 3月期 386,621百万円

2. 配当の状況

１株当たり配当金

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

21年 3月期 ─ 90.00 ─ 90.00 180.00
22年 3月期 ─ 90.00 ─ ─ ─

22年 3月期(予想) ─ ─ ─ 90.00 180.00

3. 平成 22年 3月期の連結業績予想（平成 21年 4月 1日～平成 22年 3月 31日）

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 137,900 1.0 40,500 △6.8 42,900 △8.2 28,300 19.1 260.26
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(4) 発行済株式数（普通株式） 

 ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 

 
 ② 期末自己株式数 

 
 ③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 

 
  

   本資料に記載しております業績予想は、発表日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

際の業績は今後の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、業績予想に関する事項は、5ページの【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

ご参照ください。 

  

  

  

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) ： 無

(2) 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 ： 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。]

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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もの）
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 無

 ② ①以外の変更 ： 無

22年 3月期第2四半期 120,847,500株 21年 3月期 120,847,500株

22年 3月期第2四半期 12,111,191株 21年 3月期 12,109,665株

22年 3月期第2四半期 108,737,000株 21年 3月期第2四半期 111,070,209株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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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

 国内医薬品業界におきましては、後発品使用促進策の進展など医療費全体の抑制を目的とした諸施策が一

層浸透するなか、国内外の企業間競争が一段と激化するなど、市場環境は厳しさを増しています。 

 このような状況のもと、当社は独創的な新薬開発を目指し、研究開発体制の一層の強化と主要製品を中心

とした学術情報活動の充実を図るとともに、経営全般にわたり効率化に努めました結果、当第２四半期累計

期間の業績は以下の様になりました。

売上高 671億8千4百万円 前年同期比1.8％増

営業利益 223億8千2百万円 前年同期比8.1％増

経常利益 241億7百万円 前年同期比7.2％増

四半期純利益 159億1千4百万円 前年同期比14.6％増

・売上高    前年同期比11億円（1.8％）増の671億円 

 主要製品の売上ですが、末梢循環障害改善剤「オパルモン錠」は、腰部脊柱管狭窄症の適応領域で使用拡

大がさらに進み、前年同期比16億円（8.5%）増の208億円となりました。また、気管支喘息・アレルギー性

鼻炎治療剤「オノンカプセル」は、引き続き積極的な情報提供活動に努めました結果、前年同期比5億円

(4.8%)増の111億円となりました。さらに一昨年６月に発売しました過活動膀胱治療剤「ステーブラ錠」

は、当該市場での育成が着実に進み前年同期比12億円増の18億円となりました。なお、本年４月に新発売し

ました骨粗鬆症治療剤「リカルボン錠」の売上は2億円でした。

 一方、糖尿病性神経障害治療剤「キネダック錠」は、引き続き潜在市場の開拓活動を積極的に進めました

が、後発品の影響などにより、前年同期比4億円（5.5%）減の77億円となりました。また、気管支喘息（小

児）治療剤「オノンドライシロップ」は、競合品との競争激化の影響などにより前年同期比1億円（3.5%）

減の37億円となりました。

・営業利益   前年同期比16億円（8.1%）増の223億円

 売上高が前年同期比11億円（1.8%）増の671億円となり、売上原価が前年同期比3億円（3.1%）減の99億

円、販売費及び一般管理費が前年同期比1億円（0.5%）減の348億円となりました結果、営業利益は前年同期

比16億円（8.1%）増の223億円となりました。 

 なお、販売費及び一般管理費のうち、研究開発費につきましては、前年同期比7億円(4.4%)増の187億円と

なりました。 

 また、研究開発費を除く販売費及び一般管理費は、経費の効率化に努めました結果、前年同期比9億円

(5.5%)減の161億円となりました。

・経常利益   前年同期比16億円（7.2%）増の241億円

 営業外収支が前年同期とほぼ同額の17億円となりましたので、経常利益は前年同期比16億円（7.2%）増の

241億円となりました。
 
  
 

・四半期純利益  前年同期比20億円（14.6%）増の159億円

 前年同期の特別損益は、特別利益として投資有価証券売却益13億円を計上した一方で、特別損失として投

資有価証券評価損12億円を計上したことにより、差し引き1億円の利益でしたが、当第２四半期累計期間に

は、特別利益として、過年度研究開発費の戻入益2億円を計上したことなどから、利益が前年同期比1億円増

加しました。 

 また、今期から、試験研究費の税額控除の上限が拡大されたこともあり、税金費用が前年同期比2億円減

少しました。 

 以上の結果、四半期純利益は前年同期比20億円（14.6%）増の159億円となりました。
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（資産、負債及び純資産の状況） 

2. 連結財政状態に関する定性的情報

           当第2四半期末 前連結会計年度末 増減

総資産 4,357億8千3百万円 4,212億8千万円 145億2百万円

純資産 4,057億5千9百万円 3,900億4千1百万円 157億1千8百万円

自己資本比率 92.3% 91.8%        ─

1株当たり純資産 3,698.81円 3,555.54円 143.27円

 総資産は、前連結会計年度末に比べ145億円増加して4,357億円となりました。 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ48億円増加して1,854億円となりました。これは、現金及び預金が

15億円、売上債権が55億円それぞれ減少した一方で、有価証券が82億円、たな卸資産が33億円それぞれ増加

したことなどによります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べ96億円増加して2,503億円となりました。これは、投資有価証券が

117億円増加したことなどによります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ12億円減少して300億円となりました。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ157億円増加して4,057億円となりました。剰余金の配当金の支払97億

円がありましたが、一方で、第2四半期純利益の計上159億円、その他有価証券評価差額金の増加93億円があ

ったことなどによります。

（連結キャッシュ・フローの状況）

           当第2四半期連結累計期間 前第2四半期連結累計期間 増減

現金及び現金同等物 
期首残高

534億6千万円 474億3千3百万円 ─

営業活動による 
キャッシュ・フロー

172億7千4百万円 150億9千6百万円 21億7千8百万円

投資活動による 
キャッシュ・フロー

141億5千2百万円 317億7千4百万円 △176億2千2百万円

財務活動による 
キャッシュ・フロー

△97億8千6百万円 △392億2千9百万円 294億4千3百万円

換算差額 6千4百万円 △3千5百万円 9千9百万円

増減 217億5百万円 76億5百万円 ─

現金及び現金同等物 
四半期末残高

751億6千6百万円 550億3千9百万円 ─

 営業活動により獲得したキャッシュ・フローは、172億円の収入（前年同期比21億円収入の増加）となり

ました。主な内訳としては、法人税等の支払額93億円があった一方で、税金等調整前四半期純利益243億円

を計上したことがありました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、141億円の収入（前年同期比176億円収入の減少）となりました。

主な内訳としては、有価証券及び投資有価証券の取得による支出があったものの、売却・償還等による収入

があり、差し引き158億円の収入となったこと、有形固定資産の取得による支出12億円がありました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、97億円の支出（前年同期比294億円支出の減少）となりました。

主な内訳としては、配当金の支払額97億円がありました。 

 以上の結果、現金及び現金同等物の当第2四半期末残高は、前連結会計年度末に比べて217億円増加し、

751億円となりました。
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平成21年5月13日に公表しました、通期の業績予想における当期純利益について下記のとおり修正いたし

ます。 

  

(1)平成22年3月期 業績予想の修正（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 
  

(2)修正の理由 

通期の連結業績予想につきましては、売上高、営業利益、経常利益は概ね前回発表予想通りとなる見込み

ですが、今期から試験研究費の税額控除額の上限が拡大され税負担が減少するため、当期純利益を前回発表

予想比13億円増の283億円に修正いたします。 

  
  

該当事項はありません。 

  
  

税金費用については、当第2四半期連結累計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対

する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益（累計期間）に当該見

積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。なお、法人税等調整額は、「法人税等」に含め

て表示しております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異

等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測

やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  
  

 該当事項はありません。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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

前回発表予想（A）
平成21年5月13日発表

137,900 40,500 42,900 27,000 248.30

(前年同期比) (1.0%) (△6.8%) (△8.2%) (13.6%)

今回修正予想（B） 137,900 40,500 42,900 28,300 260.26

(前年同期比) (1.0%) (△6.8%) (△8.2%) (19.1%)

増減額（B-A） ─ ─ ─ 1,300 ─

増減率 ─ ─ ─ 4.8% ─

前年同期実績 136,556 43,471 46,752 23,766 216.07

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)

(2) 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

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5.【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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,581 14,102

受取手形及び売掛金 33,907 39,480

有価証券 111,114 102,908

商品及び製品 8,587 5,439

仕掛品 1,253 1,194

原材料及び貯蔵品 3,571 3,424

その他 14,418 14,016

貸倒引当金 △8 △9

流動資産合計 185,427 180,556

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 63,730 63,748

減価償却累計額 △40,203 △39,413

建物及び構築物（純額） 23,527 24,334

機械装置及び運搬具 14,624 14,612

減価償却累計額 △12,883 △12,751

機械装置及び運搬具（純額） 1,740 1,861

土地 22,539 22,539

建設仮勘定 1,674 745

その他 10,267 10,183

減価償却累計額 △9,259 △9,124

その他（純額） 1,007 1,059

有形固定資産合計 50,490 50,540

無形固定資産   

その他 1,048 1,032

無形固定資産合計 1,048 1,032

投資その他の資産   

投資有価証券 190,061 178,333

その他 8,757 10,818

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 198,817 189,150

固定資産合計 250,355 240,723

資産合計 435,783 421,280
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,248 3,423

短期借入金 1 1

未払法人税等 8,070 9,130

引当金 4,947 5,110

その他 7,530 7,794

流動負債合計 26,798 25,459

固定負債   

長期借入金 14 15

退職給付引当金 58 2,157

その他の引当金 83 82

その他 3,068 3,523

固定負債合計 3,225 5,779

負債合計 30,023 31,239

純資産の部   

株主資本   

資本金 17,358 17,358

資本剰余金 17,079 17,079

利益剰余金 428,692 422,565

自己株式 △63,431 △63,425

株主資本合計 399,699 393,578

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,554 2,170

土地再評価差額金 △8,922 △8,922

為替換算調整勘定 △135 △203

評価・換算差額等合計 2,495 △6,956

少数株主持分 3,564 3,419

純資産合計 405,759 390,041

負債純資産合計 435,783 421,280
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 65,993 67,184

売上原価 10,282 9,962

売上総利益 55,711 57,221

販売費及び一般管理費   

研究開発費 17,932 18,717

その他 17,067 16,121

販売費及び一般管理費合計 35,000 34,838

営業利益 20,711 22,382

営業外収益   

受取利息 851 748

受取配当金 981 893

その他 211 241

営業外収益合計 2,044 1,883

営業外費用   

支払利息 0 0

寄付金 134 138

その他 142 19

営業外費用合計 277 158

経常利益 22,478 24,107

特別利益   

過年度研究開発費戻入益 － 238

投資有価証券売却益 1,296 －

特別利益合計 1,296 238

特別損失   

投資有価証券評価損 1,225 31

特別損失合計 1,225 31

税金等調整前四半期純利益 22,549 24,313

法人税等 8,511 8,264

少数株主利益 155 135

四半期純利益 13,883 15,914
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 22,549 24,313

減価償却費 1,460 1,388

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △1

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,769 △2,099

退職給付信託の設定額 － 5,000

受取利息及び受取配当金 △1,833 △1,641

支払利息 0 0

投資有価証券売却損益（△は益） △1,296 －

投資有価証券評価損益（△は益） 1,225 31

売上債権の増減額（△は増加） 5,603 5,572

たな卸資産の増減額（△は増加） △531 △3,354

仕入債務の増減額（△は減少） 36 3,012

その他 △1,861 △2,370

小計 27,121 29,852

利息及び配当金の受取額 1,957 1,784

利息の支払額 △0 △0

退職給付信託の設定による支払額 － △5,000

法人税等の支払額 △13,982 △9,361

営業活動によるキャッシュ・フロー 15,096 17,274

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △26,709 △21,688

有価証券の売却及び償還による収入 72,858 52,100

有形固定資産の取得による支出 △686 △1,297

投資有価証券の取得による支出 △15,723 △14,605

投資有価証券の売却及び償還による収入 2,153 5

その他 △117 △360

投資活動によるキャッシュ・フロー 31,774 14,152

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △0 △0

自己株式の取得による支出 △26,545 △6

配当金の支払額 △12,678 △9,775

少数株主への配当金の支払額 △5 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー △39,229 △9,786

現金及び現金同等物に係る換算差額 △35 64

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,605 21,705

現金及び現金同等物の期首残高 47,433 53,460

現金及び現金同等物の四半期末残高 55,039 75,166
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該当事項はありません。 
  

 セグメントの区分が「医薬品事業」単一であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略して

おります。 
  

  セグメントの区分が「医薬品事業」単一であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略して

おります。 
  

  全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」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。 
  

  全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」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。 
  

  

 
   (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 各区分に属する主な国又は地域 

    (1) 欧州……イタリア、オランダ、ドイツ等 

    (2) アジア……韓国、台湾 

    (3) その他の地域……メキシコ、アメリカ等 

   ３ 海外売上高は、当社の輸出高（特許権等使用料収入を含む）であります。 
  

  

 
   (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 各区分に属する主な国又は地域 

    (1) 欧州……イタリア、ドイツ、オランダ等 

    (2) アジア……韓国、台湾 

    (3) その他の地域……メキシコ等 

   ３ 海外売上高は、当社の輸出高（特許権等使用料収入を含む）であります。 
  

  該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日)

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日)

【海外売上高】

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日)

欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 274 1,113 72 1,461

Ⅱ 連結売上高(百万円) 65,993

Ⅲ 連結売上高に占める
  海外売上高の割合(％)

0.4 1.7 0.1 2.2

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日)

欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 286 1,325 68 1,680

Ⅱ 連結売上高(百万円) 67,184

Ⅲ 連結売上高に占める
  海外売上高の割合(％)

0.4 2.0 0.1 2.5

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

小野薬品工業（株）（4528）　平成22年 3月期　第2四半期決算短信

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
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

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




