
 

 
平成 18 年 11 月 29 日 

各 位 

   会 社 名   株 式 会 社 ピ ク セ ラ 

代表社名   代表取締役社長 藤岡 浩 

（コード番号 6731 東証第１部） 

問合せ先 取締役経営企画室長 御前仁志 

（TEL 06-6633-3500） 

 

定款一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 18 年 11 月 29 日開催の取締役会において、平成 18 年 12 月 15 日開催を予定して

おります第 25 期定時株主総会において、下記の通り定款一部変更について付議することを決議

いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 変更の理由 

(1)「会社法」（平成17年法律第86号）および「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（平

成17年法律第87号。以下「整備法」という。）ならびに「会社法施行規則」（平成18年法務省令第12

号）および「会社計算規則」（平成18年法務省令第13号）が平成18年５月１日に施行されたことに伴

い、次のとおり変更するものであります。 

① 会社法施行時に定款に定めがあるとみなされている内容につき、その内容を反映する規定の新設ま

たは変更を行うものであります。 

② 議決権の代理行使を行う代理人の員数を明確にするため、所要の変更を行うものであります。 

③ インターネットの普及を考慮して、法務省令に定めるところに従い株主総会参考書類等をインター

ネットで開示することにより、みなし提供できるようにするための規定を新設するものであります。 

④ 取締役会の機動的な運営を図るため、取締役会を開催せずに取締役会の決議があったものとみなす

ことを可能にするための規定を新設するものであります。  

⑤ その他、会社法に対応した用語および引用条文の変更を行うとともに、一部字句の修正、条数の変

更その他所要の変更を行うものであります。 

 (2)公告閲覧の利便性の向上を図るため、公告方法としてインターネットを利用した電子公告を採用する

ものであります。 

 

２． 定款変更の内容 

変更内容は別紙のとおりであります。 

 

３． 日程 

定款変更の為の株主総会決議日  平成 18 年 12 月 15 日  

効力発生日    平成 18 年 12 月 15 日(予定) 

 

以 上 
 
 
 
 
 
 
 



別紙 定款変更案 
（下線は変更部分） 

現行定款 変更案 

第１章 総 則 第１章 総 則 

（商号） （商号） 

第１条 当会社は、株式会社ピクセラと称する。 
英文では、ＰＩＸＥＬＡ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮと称

する。  

第１条     ＜現行どおり＞ 

（目的） （目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とす
る。 

第２条     ＜現行どおり＞ 

１．コンピュータによる各種業務システムの開
発、販売 

 

２．電子回路の設計、開発及び販売  

３．半導体集積回路の設計、開発及び販売  

４．電子機器の設計、開発、製造及び販売  

５．コンピュータ及び周辺機器の開発、製造及
び販売 

 

６．ソフトウエアの開発、製造及び販売  

７．コンピュータの導入に関するコンサルティ
ング 

 

８．コンピュータによるデータ入出力サービス  

９．インターネット、電子メールによるコンピ
ュータシステムの保守、管理 

 

10．電話、ファクシミリによるコンピュータシ
ステムのサポート業務 

 

11．音声、音楽、映像、データ等のコンテンツ
の企画、制作、管理、複写、放送、上映、配
信、出版、賃貸、販売及び輸出入 

 

12．インターネット・ショッピングモールの企
画、運営 

 

13．インターネットによる決済処理業務の受託
及び決済システムの開発、販売並びに仲介 

 

14．インターネット及びコンピュータシステム
による各種情報の提供サービス 

 

15．広告代理業  

16．株式、社債の取得、保有、売却  

17．前各号に付帯する一切の業務   

（本店の所在地） （本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を大阪府大阪市に置く。 第３条     ＜現行どおり＞ 

 （機関の設置） 

＜新設＞ 第４条 当会社は、取締役会、監査役、監査役会及
び会計監査人を置く。 

（公告の方法） （公告方法） 

第４条 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載する。 第５条 当会社の公告方法は、電子公告とする。但
し、電子公告を行うことができない事故その
他のやむを得ない事由が生じたときは、日本
経済新聞に掲載して公告する。 

第２章 株 式 第２章 株 式 

（発行する株式の総数） （発行可能株式総数） 

第５条 当会社の発行する株式の総数は、
39,000,000株とする。 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、39,000,000
株とする。 



現行定款 変更案 

 （株券の発行） 

＜新設＞ 第７条 当会社は、その株式に係る株券を発行する。

（自己株式の取得）  

第６条 当会社は、商法第211条ノ３第１項第２号の
規定により、取締役会の決議をもって自己株
式を買受けることができる。 

＜削除＞ 

（１単元の株式数及び単元未満株券の不発行） （単元株式数及び単元未満株券の不発行） 

第７条 当会社の１単元の株式の数は、100株とす
る。 

第８条 当会社の単元株式数は、100株とする。 

当会社は、１単元の株式の数に満たない株
式（以下「単元未満株式」という。）に係わ
る株券を発行しない。但し、株式取扱規程に
定めるところについてはこの限りではない。

② 当会社は、単元未満株式に係る株券を発行
しないことができる。 

（株式取扱規程） （株式取扱規程） 

第８条 当会社の株券の種類並びに株式の名義書
換、実質株主通知の受理、単元未満株式の買
取及び買増請求の取扱い、その他株式に関す
る手続き並びに手数料は、取締役会の定める
株式取扱規程による。 

第９条 当会社の株券の種類、株主（実質株主名簿
に記載又は記録された実質株主を含む。以下
同じ。）の氏名等株主名簿記載事項の変更、
単元未満株式の買取及び買増請求の取扱い、
その他株式に関する手続き並びに手数料は、
取締役会の定める株式取扱規程による。 

（名義書換代理人） （株主名簿管理人） 

第９条 当会社は、株式につき名義書換代理人を置
く。 

第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 

② 名義書換代理人及びその事務取扱場所は、
取締役会の決議によって選定する。 

＜削除＞ 

③ 当会社の株主名簿、実質株主名簿及び株券
喪失登録簿は、名義書換代理人の事務取扱場
所に備え置き、株式の名義書換、実質株主通
知の受理、単元未満株式の買取及び買増請求
の取扱いその他株式に関する事務は、名義書
換代理人に取扱わせ、当会社においてはこれ
を取扱わない。 

＜削除＞ 

（基準日）  

第10条 当会社は、毎決算期現在の株主名簿に記載
又は記録された株主（実質株主名簿に記載又
は記録された実質株主を含む。以下同じ）を
もって、その決算期に関する定時株主総会に
おいて権利を行使すべき株主とみなす。 

＜削除＞ 

② 前項のほか必要あるときは、予め公告して
臨時に基準日を定めることができる。 

 

（単元未満株式の買増請求） （単元未満株式の買増請求） 

第11条 単元未満株式を有する株主は、その単元未
満株式の数と併せて１単元の株式数となるべ
き数の株式を自己に売り渡すべき旨を当会社
に請求することができる。 

第11条 単元未満株式を有する株主は、その単元未
満株式と併せて単元株式数となる数の株式を
自己に売り渡す旨を当会社に請求することが
できる。 

第３章 株主総会 第３章 株主総会 

 （基準日） 

＜新設＞ 第12条 当会社は、毎年９月30日の株主名簿に記載
又は記録された株主をもって、定時株主総会
において権利を行使することができる株主と
する。 

（招集） （招集の時期） 

第12条 定時株主総会は、毎決算期より３ヶ月以内
にこれを招集し、臨時株主総会は、必要があ
る場合に随時これを招集する。 

第13条 当会社の定時株主総会は、毎年12月にこれ
を招集する。 



現行定款 変更案 

（招集者及び議長） （招集権者及び議長） 

第13条 株主総会は、取締役社長が招集し、その議
長となる。取締役社長に事故あるときは、取
締役会において予め定める順序により、他の
取締役がこれを代わる。 

第14条     ＜現行どおり＞ 

（議決権の代理行使） （議決権の代理行使） 

第14条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主
を代理人としてその議決権を行使することが
できる。但し、株主又は代理人は代理権を証
する書面を当会社に提出しなければならな
い。 

第15条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主
１名を代理人としてその議決権を行使する
ことができる。但し、株主又は代理人は代理
権を証明する書面を当会社に提出しなけれ
ばならない。 

（議決権の要件） （決議要件） 

第15条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段
の定めがある場合のほか、出席した株主の議
決権の過半数をもって決する。 

第16条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段
の定めがある場合のほか、出席した株主の議
決権の過半数をもって行う。 

② 商法第343条第１項の規定による株主総会
の決議は、総株主の議決権の３分の１以上を
有する株主が出席し、その議決権の３分の２
以上に当たる多数をもって決する。 

② 会社法第309条第２項の規定による株主総
会の決議は、議決権を行使することができる
株主の議決権の３分の１以上を有する株主
が出席し、その議決権の３分の２以上に当た
る多数をもって行う。 

 （株主総会参考書類等のインターネット開示） 

＜新設＞ 第17条 当会社は、株主総会参考書類、計算書類、
連結計算書類及び事業報告に記載又は表示
すべき事項に係る情報を、法務省令の定める
ところにより、インターネットで開示するこ
とができる。 

（議事録）  

第16条 株主総会の議事の経過の要領及びその結
果は、これを議事録に記載し、議長並びに出
席した取締役が記名捺印する。 

＜削除＞ 

第４章 取締役及び取締役会 第４章 取締役及び取締役会 

（員数） （員数） 

第17条 当会社に取締役３名以上を置く。 第18条     ＜現行どおり＞ 

（選任） （選任） 

第18条 取締役は、株主総会において選任する。 第19条       ＜削除＞ 

② 取締役の選任決議は、総株主の議決権の３
分の１以上を有する株主が出席し、その議決
権の過半数をもって決する。 

取締役の選任は、株主総会において、議決
権を行使することができる株主の議決権の
３分の１以上を有する株主が出席し、その議
決権の過半数をもって行う。 

③ 取締役の選任については、累積投票によら
ないものとする。 

② 取締役の選任については、累積投票によら
ないものとする。 

（取締役の任期） （取締役の任期） 

第19条 取締役の任期は、就任後２年内の最終の決
算期に関する定時株主総会終結の時までとす
る。 

第20条 取締役の任期は、選任後２年以内に終了す
る事業年度のうち最終のものに関する定時
株主総会終結の時までとする。 

② 増員又は補欠として選任された取締役の
任期は、現任取締役の残任期間とする。 

②     ＜現行どおり＞ 

（取締役会） （取締役会） 

第20条 取締役会は、社長が招集し、その議長とな
る。社長に事故あるときは、取締役会におい
て予め定めた順序により、他の取締役がこれ
に代わる。 

第21条 取締役会は、取締役社長が招集し、その議
長となる。取締役社長に事故あるときは、取
締役会において予め定めた順序により、他の
取締役がこれに代わる。 

② 取締役会招集の通知は、各取締役及び各監
査役に対し会日の３日前までに発する。但し、
緊急のときはこの期間を短縮することができ
る。 

②     ＜現行どおり＞ 



現行定款 変更案 

＜新設＞ ③ 取締役が取締役会の決議の目的事項につい
て提案した場合、当該事項の議決に加わるこ
とのできる取締役全員が書面又は電磁的記録
により同意の意思表示をし、監査役が異議を
述べないときは、取締役会の承認決議があっ
たものとみなす。 

③ 取締役会の運営その他に関する事項につい
ては、取締役会の定める取締役会規程による。

④     ＜現行どおり＞ 

（代表取締役及び役付取締役） （代表取締役及び役付取締役） 

第21条 取締役会の決議により、当会社を代表すべ
き取締役を若干名定める。 

第22条 取締役会は、取締役の中から代表取締役若
干名を選定する。 

② 取締役会の決議により、社長１名、専務取
締役および常務取締役各若干名を定めること
ができる。 

② 取締役会の決議により、取締役社長１名、
専務取締役および常務取締役各若干名を選定
することができる。 

（報酬及び退職慰労金）  

第22条 取締役の報酬及び退職慰労金は、株主総会
の決議をもって定める。 

＜削除＞ 

第５章 監査役及び監査役会 第５章 監査役及び監査役会 

（員数） （員数） 

第23条 当会社に監査役４名以内を置く。 第23条     ＜現行どおり＞ 

（選任） （選任） 

第24条 監査役は、株主総会において選任する。 第24条       ＜削除＞ 

② 監査役の選任決議は、総株主の議決権の３
分の１以上を有する株主が出席し、その議決
権の過半数をもって決する。 

    監査役の選任は、株主総会において、議決
権を行使することができる株主の議決権の３
分の１以上を有する株主が出席し、その議決
権の過半数をもって行う。 

（監査役の任期） （監査役の任期） 

第25条 監査役の任期は、就任後４年内の最終の決
算期に関する定時株主総会終結の時までとす
る。 

第25条 監査役の任期は、選任後４年以内に終了す
る事業年度のうち最終のものに関する定時株
主総会終結の時までとする。 

② 補欠として選任された監査役の任期は、退
任した監査役の残任期間とする。 

②     ＜現行どおり＞ 

（常勤監査役） （常勤監査役） 

第26条 監査役は、互選により常勤監査役若干名を
定める。 

第26条 監査役会は、監査役の中から常勤監査役若
干名を選定する。 

（監査役会） （監査役会） 

第27条 監査役会招集の通知は、各監査役に対し会
日の３日前までに発する。但し、緊急のとき
はこの期間を短縮することができる。 

第27条     ＜現行どおり＞ 

② 監査役会の運営その他に関する事項につい
ては、監査役会の定める監査役会規程による。

＜現行どおり＞ 

（報酬及び退職慰労金）  

第28条 監査役の報酬及び退職慰労金は、株主総会
の決議をもって定める。 

＜削除＞ 

第６章 計 算 第６章 計 算 

（営業年度） （事業年度） 

第29条 当会社の営業年度は、10月１日から翌年９
月30日までとし、毎営業年度末日を決算期と
する。 

第28条 当会社の事業年度は、毎年10月１日から翌
年９月30日までとする。 

（利益配当） （剰余金の配当） 

第30条 利益配当は、毎決算期現在の株主名簿に記
載又は記録された株主若しくは登録質権者に
対しこれを行う。 

第29条 株主総会の決議により、毎事業年度末日の
株主名簿に記載又は記録された株主若しくは
登録株式質権者に対し、期末配当を行うこと
ができる。 



現行定款 変更案 

＜新設＞ ② 前項のほか、取締役会の決議により、毎年
３月31日の株主名簿に記載又は記録された株
主若しくは登録株式質権者に対し、中間配当
を行うことができる。 

（中間配当）  

第31条 取締役会の決議により、毎年３月31日現在
の株主名簿に記載又は記録された株主若しく
は登録質権者に対し、商法第293条ノ５の規定
による金銭の分配（中間配当という）を行う
ことができる。 

＜削除＞ 

 （自己株式の取得） 

＜新設＞ 第30条 取締役会の決議により、市場取引等による
自己株式の取得を行うことができる。 

（配当金等の除斥期間） （配当金の除斥期間） 

第32条 利益配当金又は中間配当金が支払開始の日
から満３年を経過してもなお受領されないと
きは、当会社はその支払の義務を免れる。 

第31条 期末配当金及び中間配当金が支払開始の日
から満３年を経過してもなお受領されないと
きは、当会社はその支払の義務を免れる。 

  
以 上 

 



<<
  /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


