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1.  平成26年3月期第2四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年9月30日） 

※ １株当たり四半期純利益については、平成25年10月１日付で実施した普通株式10株を１株とする株式併合を考慮した額を記載しております。 
  また、前第２四半期の１株当たり四半期純利益についても、前会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して算定しております。 

(2) 財政状態 

※ １株当たり純資産については、平成25年10月１日付で実施した普通株式10株を１株とする株式併合を考慮した額を記載しております。 
  また、前会計年度の１株当たり純資産についても、前会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して算定しております。  

(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 ％

26年3月期第2四半期 856 △14.2 △9 ― 98 ― 678 ―
25年3月期第2四半期 998 △18.4 △102 ― △145 ― △151 ―

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

26年3月期第2四半期 6.74 ―
25年3月期第2四半期 △1.50 ―

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

26年3月期第2四半期 4,060 3,049 75.0 30.31
25年3月期 2,942 1,856 63.0 18.45
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  3,049百万円 25年3月期  1,856百万円

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

25年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
26年3月期 ― ―
26年3月期（予想） ― 0.00 0.00

3. 平成26年 3月期の業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3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  
※ １株当たり当期純利益の予想は、平成25年10月１日付で実施した普通株式10株を１株とする株式併合後の発行済株式総数をもとにして算定して 
おります。 

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 1,500 16.4 △140 ― △50 ― 520 ― 5.09



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※ 期末発行済株式数（自己株式を含む）、期末自己株式数および期中平均株式数（四半期累計）については、平成25年10月１日付で実施した 
  普通株式10株を１株とする株式併合を考慮した数を記載しております。 
  また、前期の期末発行済株式数（自己株式を含む）および期末自己株式数ならびに前第２四半期の期中平均株式数（四半期累計）についても、 
  前会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して算定しております。 

※  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   ：  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） 26年3月期2Q 102,069,868 株 25年3月期 102,069,868 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 1,474,522 株 25年3月期 1,474,075 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 100,595,493 株 25年3月期2Q 100,595,881 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およ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およ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「業績予想などの将来予測情
報に関する説明」をご覧ください。 
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   当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、米国における景気が回復基調にあり、堅調に 

  販売を伸ばしている企業もありますが、国内においては設備投資が持ち直していないなど、経  

  済政策が本格的に景気回復に結びつくかどうか未だ不透明な状況にあります。 

   このような状況の下、当第２四半期累計期間における当社の業績は、売上高８億56百万円（  

  前年同四半期比14.2％減）、営業損失９百万円（前年同四半期営業損失１億２百万円）となり 

  有価証券売却益等１億７百万円を営業外収益に計上したことにより、経常損失から経常利益98 

  百万円（前年同四半期経常損失１億45百万円）となりました。また、志村工場借地権譲渡に伴  

  う瑕疵担保損失引当金繰入額等１億15百万円を特別損失に計上いたしましたが、この借地権譲 

  渡による固定資産売却益７億71百万円を特別利益に計上したことにより、四半期純利益は前年 

  同期を大幅に上回る６億78百万円（前年同期純損失１億51百万円）となりました。 

   セグメント業績は次のとおりであります。  

  （ニッケル事業）  

    前年同期に比べ販売数量の減少により売上高は３億１百万円（前年同四半期３億76百万円  

    19.9％減）となりました。  

  （不動産事業）  

    コンサルティング収入並びに賃貸料収入により、売上高が１億86百万円（前年同四半期１ 

   億79百万円 3.7％増）となりました。  

  （教育事業）  

    新規生徒の確保と既存校の退会防止に努めましたが、不採算校を閉鎖したことにより生徒  

   数は前年同期を下回り、売上高は３億68百万円（前年同四半期４億42百万円 16.7％減）と 

   なりました。 

  （環境事業）  

    売上の計上はありませんでした。  

  

 ①資産、負債及び純資産の状況 

（資産）  

 当第２四半期末の資産につきましては、流動資産は志村工場借地権譲渡により前事業年度末  

に比べ６億52百万円増加し26億75百万円となりました。これは主に現金及び預金の増加による  

ものであります。 

 固定資産は、前事業年度末に比べ４億65百万円増加し、13億84百万円となりました。これは  

主に投資有価証券の時価評価によるものであります。  

（負債）  

 当第２四半期末の負債につきましては、流動負債は前事業年度末に比べ22百万円増加し、４  

億59百万円となりました。これは主に未払法人税等の増加によるものであります。 

 固定負債は、前事業年度末に比べ97百万円減少し、５億51百万円となりました。これは主に  

   長期借入金を１年内返済予定の長期借入金に振り替えたことによるものであります。  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明
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   （純資産） 

    当第２四半期末の純資産につきましては、前事業年度末に比べ11億92百万円と大きく増加し 

   30億49百万円となりました。これは四半期純利益及びその他有価証券評価差額金を計上したこ 

   とによるものであります。 

  

   ②キャッシュ・フローの状況 

    当第２四半期累計期間における現金及び現金同等品（以下、「資金」という）の四半期末残 

   高は、前事業年度末に比べ８億80百万円と大幅に増加し11億92百万円となりました。 

   （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

    当第２四半期累計期間における営業活動により使用した資金は、47百万円（前年同四半期33 

   百万円の減少）となりました。 

    その主な内訳は、仕入債務の減少58百万円及びたな卸資産の増加66百万円等によるものであ 

   ります。 

   （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

    当第２四半期累計期間における投資活動により獲得した資金は、９億80百万円（前年同四半 

   期12百万円の増加）となりました。 

    その主な内訳は、有形及び無形固定資産の売却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） 

    当第２四半期累計期間における財務活動により使用した資金は、52百万円（前年同四半期51 

   百万円の減少）となりました。 

    その主な内訳は、長期借入金の返済によるものであります。 

  

 平成26年３月期の業績予想につきましては、平成25年９月24日に公表いたしました数値から  

変更はございません  

  

 該当事項はありません 

  

 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

２．サマリー情報(注記事項)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

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期財務諸表
（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 326,983 1,207,182

受取手形 109,896 54,871

売掛金 157,071 89,922

営業未収入金 14,592 10,788

有価証券 264,715 118,250

販売用不動産 776,067 776,067

商品 65,628 105,312

製品 74,292 117,103

仕掛品 2,650 319

原材料 9,911 －

前払費用 20,852 15,177

未収入金 82,004 66,823

預け金 115,767 116,029

その他 7,168 2,472

貸倒引当金 △4,676 △4,466

流動資産合計 2,022,925 2,675,854

固定資産

有形固定資産

建物 683,458 465,375

減価償却累計額 △369,371 △178,691

建物（純額） 314,086 286,683

構築物 29,778 1,884

減価償却累計額 △27,420 △1,146

構築物（純額） 2,358 737

機械及び装置 188,502 8,941

減価償却累計額 △188,228 △8,941

機械及び装置（純額） 274 －

車両運搬具 16,490 16,115

減価償却累計額 △14,577 △13,551

車両運搬具（純額） 1,912 2,563

工具、器具及び備品 157,872 141,398

減価償却累計額 △150,120 △131,627

工具、器具及び備品（純額） 7,751 9,771

リース資産 13,827 21,555

減価償却累計額 △5,809 △7,764

リース資産（純額） 8,017 13,791

建設仮勘定 4,981 －

有形固定資産合計 339,383 313,547
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(単位：千円)

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成25年９月30日)

無形固定資産

借地権 14,678 －

ソフトウエア 2,342 1,904

電話加入権 12,852 12,852

ソフトウエア仮勘定 1,154 1,154

無形固定資産合計 31,027 15,911

投資その他の資産

投資有価証券 378,092 893,180

関係会社株式 20,000 20,000

出資金 1,400 1,400

敷金及び保証金 116,473 108,119

長期貸付金 2,400 2,400

会員権 22,314 22,314

長期前払費用 6,406 4,491

長期未収入金 24,669 24,671

破産更生債権等 32,319 32,319

その他 15,175 16,407

貸倒引当金 △70,088 △70,110

投資その他の資産合計 549,163 1,055,193

固定資産合計 919,573 1,384,652

資産合計 2,942,499 4,060,506

負債の部

流動負債

買掛金 65,446 11,366

1年内返済予定の長期借入金 50,000 100,000

リース債務 3,555 4,211

未払金 43,397 46,974

未払費用 25,861 22,916

未払法人税等 30,068 98,956

未払消費税等 69,178 7,041

前受金 15,809 899

前受収益 1,075 1,075

預り金 130,708 127,956

賞与引当金 1,679 1,465

瑕疵担保損失引当金 － 36,400

流動負債合計 436,779 459,262

固定負債

長期借入金 546,000 446,000

リース債務 8,837 13,841

退職給付引当金 11,195 6,290
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(単位：千円)

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成25年９月30日)

役員退職慰労引当金 43,140 45,215

受入敷金保証金 11,251 11,251

繰延税金負債 64 187

資産除去債務 28,888 29,127

固定負債合計 649,377 551,913

負債合計 1,086,157 1,011,176

純資産の部

株主資本

資本金 5,000,000 5,000,000

資本剰余金

その他資本剰余金 1,560,321 1,560,321

資本剰余金合計 1,560,321 1,560,321

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △4,438,188 △3,760,153

利益剰余金合計 △4,438,188 △3,760,153

自己株式 △331,750 △331,761

株主資本合計 1,790,383 2,468,406

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 65,959 580,923

評価・換算差額等合計 65,959 580,923

純資産合計 1,856,342 3,049,330

負債純資産合計 2,942,499 4,060,506

㈱エス・サイエンス （5721）　平成26年３月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

6



  
（２）四半期損益計算書

第２四半期累計期間
（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年９月30日)

売上高 998,837 856,331

売上原価 865,985 626,529

売上総利益 132,851 229,802

販売費及び一般管理費 235,580 238,937

営業損失（△） △102,729 △9,135

営業外収益

受取利息及び配当金 5,278 2,737

受取賃貸料 5,918 5,918

有価証券売却益 － 87,985

有価証券評価益 － 10,595

その他 1,909 762

営業外収益合計 13,106 107,998

営業外費用

有価証券評価損 54,300 －

売上割引 135 57

貸倒引当金繰入額 287 311

その他 918 71

営業外費用合計 55,641 439

経常利益又は経常損失（△） △145,264 98,423

特別利益

固定資産売却益 － 771,650

特別利益合計 － 771,650

特別損失

事業撤退損 790 2,447

移転費用 － 8,779

たな卸資産廃棄損 － 4,262

固定資産除却損 － 1,957

減損損失 － 61,987

投資有価証券売却損 800 －

瑕疵担保損失引当金繰入額 － 36,400

その他 0 －

特別損失合計 1,590 115,835

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △146,855 754,238

法人税、住民税及び事業税 4,656 76,204

法人税等合計 4,656 76,204

四半期純利益又は四半期純損失（△） △151,511 678,034

㈱エス・サイエンス （5721）　平成26年３月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

7



  
（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△146,855 754,238

減価償却費 14,993 13,538

減損損失 － 61,987

有形固定資産除却損 － 1,957

事業撤退損失 － 2,072

有価証券売却益 － △87,985

有価証券評価益 － △10,595

投資有価証券売却損益（△は益） 800 －

有形及び無形固定資産売却益 － △771,650

受取利息及び受取配当金 △5,278 △2,737

賞与引当金の増減額（△は減少） △677 △214

瑕疵担保損失引当金繰入額 － 36,400

退職給付引当金の増減額（△は減少） 944 △4,905

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,890 2,075

貸倒引当金の増減額（△は減少） △348 △187

売上債権の増減額（△は増加） △631 125,978

仕入債務の増減額（△は減少） △58,005 △58,901

たな卸資産の増減額（△は増加） 126,594 △66,590

売買目的有価証券の純増（△）減 54,300 －

前払費用の増減額（△は増加） 4,092 5,674

未収入金の増減額（△は増加） △613 32,716

未払金の増減額（△は減少） △2,203 5,192

未払費用の増減額（△は減少） △5,873 △2,944

預り金の増減額（△は減少） － △2,751

前受金の増減額（△は減少） △13,639 △14,910

未払消費税等の増減額（△は減少） 4,380 △62,142

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は
減少）

－ 2,975

その他 △1,121 2,000

小計 △27,249 △39,708

利息及び配当金の受取額 4,893 2,533

法人税等の支払額 △11,173 △10,292

営業活動によるキャッシュ・フロー △33,530 △47,466
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（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入 － 245,046

投資有価証券の売却による収入 8,000 －

有形及び無形固定資産の売却による収入 － 782,570

有形固定資産の取得による支出 △280 △54,071

敷金及び保証金の回収による収入 5,491 7,882

その他 △1,174 △1,231

投資活動によるキャッシュ・フロー 12,036 980,196

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △50,000 △50,000

リース債務の返済による支出 △974 △2,453

その他 △54 △77

財務活動によるキャッシュ・フロー △51,029 △52,531

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △72,523 880,198

現金及び現金同等物の期首残高 437,021 311,983

現金及び現金同等物の四半期末残高 364,498 1,192,182
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）四半期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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

㈱エス・サイエンス （5721）　平成26年３月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（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
  /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




