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1995 年頃から日本は長期デフレーション状態に入ったと言われ、名目 GDP は

1997 年の約 515 兆 6400 億円をピークにそれ以降は横ばいか、緩やかな下降をたど

っている。GDP デフレーターも 1994 年の 103.74％をピークにそれ以降はマイナス

推移を維持しており、デフレ傾向が継続している事を示している。 

一方、失業率は 1991 年の 2.1％から上がり続け、1997 年の 3.4％から翌 1998 年

の 4.68％へとジャンプし、その後 5％前後にとどまっている。 

この名目 GDP がピークから下降を始め、失業率がジャンプした前年の 1997 年に

何があったのか。それは橋本内閣による、消費税増税だった。 

つまり、消費税増税により、名目 GDP が下降を始め、失業率がジャンプした結

果、消費税以外の法人税や所得税が減少を始めたのだ。 

しかし政府は、これまで機会を見つけては減少した税収を増税で賄うとしている。

税収減少の原因を考慮していないかのようだ。ところが世論調査の結果でも、多く

の国民が増税やむなしと考えている事が分かった。（読売新聞社 2012 年 1 月 21～

22 日の全国世論調査では消費税の引き上げを必要と答えた人は 63％にも達した。

日本経済新聞社とテレビ東京が 2012 年 2 月 17～19 日に行った共同世論調査では、

消費税増税が必要と答えた人は 59％だった。） 

このデフレの時期に消費税を増税する事は、世論調査で過半数の国民が是と答え

ている通りに、果たして正しいソリューションなのだろうか。財政破綻や増税の意

味を問い直す事で、デフレ期の消費税増税について考察する事にする。 

2 財政破綻の意味 

2-1 財政破綻の定義 

政府により消費税導入あるいは増税が提言される際には、このままでは財政の逼

迫あるいは破綻に至るという前提が提示される。では、果たして日本の財政が破綻

するとはどのような事なのだろうか。 
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日本の財政破綻が言われて久しい。そのため、マスコミも国民の多くも日本の財

政破綻を憂慮しており、世論調査でも財政破綻を回避するためには、増税やむなし、

という意見は決して少なくは無い。 

しかし、日本の財政はいっこうに破綻しないでいる。 

そもそも財政破綻とはどのような事を示すのか。財政破綻を憂慮している人々の

多くが明確な回答を用意していないのではないか。 

そこで本論を進めるに当たり、まず始めに財政破綻の定義を明確にしておきたい。

実は財政破綻に対する明確な定義は無い。慣例的に国際的な定義として、財政破綻

とは債務不履行（デフォルト）を示すとされる。それではその債務とは誰の債務か。 

注意せねばならないのは、一部の人達（特に増税推進派）が債務について示す時

に、敢えて「国の借金」という呼び方を好む。これは誤りだ。債務不履行の主体は、

政府であり、国家では無い。 

従って、財政破綻とは、政府の債務不履行を示し、状況としては、政府が借金を

返済できない、あるいは利払いを行えない事を示す。 

2-2 国の借金という誤り 

財政破綻とは、政府の債務不履行を示す事を述べた。従って、「国の借金」とい

う呼び方は正しくない事を示した。 

次に、やはり多くの人達（マスコミや増税推進派）が使用している「国民一人当

たり○百万円の借金」という表現が誤りである事を指摘しておきたい。この事は、

政府が誰から借金しているのかを確認すれば明らかになる。 

政府が借金を行う場合、国債や政府短期証券を発行する。これらを買い上げてい

る主体が金を貸している主体だ。では国債や政府短期証券を購入しているのは誰か。

日本の場合は、ほとんど（96％前後）が国内の金融機関である。そして金融機関の

原資は、国民や企業などからの預かり金だ。つまり、国民は政府に金を貸している

側である。従って「国の借金は国民一人当たり○百万円の借金だ」という表現は二

重に誤りである。正しくは、「政府の借金は、国民一人当たり○百万円の債権だ」

となる。 

この事から、国債が「後世代へのツケ」という表現も誤りである事が分かる。な

ぜなら、国債は国民にとって債券（だから利子が付く）であるから、これを後世代

に残した場合、利子付きの債券を残した事になる。 
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このような表現が好まれるのは、増税を目指している人々が、世論を「増税やむ

なし」に誘導したいがためだと考えられるが、この事については後述したい。 

2-3 財政破綻と国債暴落の可能性 

では、財政破綻の可能性は無いのだろうか。これまでのところ、歴史上、自国で

（理屈上は）無制限に発行できる自国通貨建ての国債の 9 割を自国内で消化しなが

ら財政破綻した国の前例が無い。そのため、日本政府の財政破綻の可能性について

は見極めるのが難しく、いまだに財政破綻の見込みについては多種多様な予想がさ

れている。 

その一つに、国債を消化している金融機関などの原資が、国民の預貯金である事

から、国民の預貯金が底を突いた時が財政破綻の始まりになる、という主張がある。

すなわち「日本の個人金融資産は 1400 兆円を超えるので、その範囲でなら国債の

消化に問題は無い。」とする考えだ。 

しかし、この考え方には二重の誤りが見られる。 

一つは、個人の金融資産が変化しないという前提だ。国債の発行により賄われた

マネーは、政府がストックする訳では無いし、蒸発して消えて無くなる訳でも無い。

これらのマネーは政府の支出になり、政府の支出は企業などの収益となる。そして

企業の収益の一部は国民の収入になり、その収入の一部は貯蓄に還元される。 

従って、国債が発行される度に国民や企業の貯蓄が消滅していく訳では無い。そ

れを裏付ける現象として、バブル崩壊後に政府の負債は増加したにもかかわらず、

実は同時期に個人の金融資産も増加した。この事からも国債の発行が貯蓄を食いつ

ぶしてしまうという事は実証されていない。 

もう一つは、個人の金融資産は、銀行などの金庫に手付かずの現金として積み上

げられている訳では無いという事だ。これらの金融資産は、既に企業への貸し出し

やそれこそ国債として運用されている。すなわち、単純に 1400 兆円使い込める、

という事では無い。 

ところで、日本国内では財政破綻論が言われ続けているが、海外からの評価はや

や異なる。欧州債務危機が騒がれるようになって以来、欧州の中央銀行が日本国債

を円建てで保有する傾向が見られるためだ。日本の国債は金融商品としては、世界

でも最低の利回りなので魅力は無いはずだが、円建てで保有していると言う事は、

為替差損のリスクが低いと評価されていると考えられる。 
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また、日本の余剰金が約 251 兆 4950 億円（2010 年末）と世界一である事から、

日本国内にはまだまだ国債を消化する金が余っていると見られている。（ちなみに

同年の米国の余剰金はマイナス 252 兆 419 億円） 

また、日本の国家としてのバランスシート上では、負債である国債や地方債など

の合計が 1037 兆円（2010 年 12 月末）であるのに対し、資産（金融資産と固定資

産等の合計）が 1073 兆円あり、正味の資産が 36 兆円ある事も評価されていると考

えられる。 

つまり、海外からは日本の財政破綻リスクは低いと見られている事を示している。 

3 消費税の性質 

3-1 消費税の負担者 

消費税は、その名称から、消費者が負担（納税）する税であると認識されやすい。

しかし消費税の納税義務を負っているのは事業者だ。消費税法第5条第1項にある。 

「事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等につき、この法律により、消

費税を納める義務がある」 

ここに現在の消費税の問題がある。消費税の滞納率は、税の中でトップであるが、

これは事業者負担が多い事と、後述するスタビライザー機能が無い事に所以する。 

まず、事業者負担について見ておく。事業者には、発注業者や消費者から常に値

引き圧力がある。これは同業他社との価格競争がある場合も同様だ。その時、事業

者は消費税分を価格に転嫁できない。しかし仕入れ時には消費税分を支払っている

ため、納税のために事実上の自腹を切る、という状態に追い込まれてしまう。 

これに対して、「仕入れ税額控除」を活用すれば良いという指摘がある。仕入れ

税額控除とは、仕入価格に含まれていた消費税は、既に納入業者が支払っているの

で、控除されるという仕組みだ。しかしこの仕入れ税額控除を受けるためには非常

に煩雑な帳簿類の用意が必要であり、専属の事務員（コストが掛かる）を雇えない

中小企業にとっては事実上恩恵を受けられない仕組みになっている。 

また、仮に事務処理になんとか対応したとしても、消費税分の値引き圧力に屈し

た場合は負担が増加する事は変わらない。例えば仕入れ税額控除が適応された場合

の事業者の粗利は以下の式になる。 

（売値＋消費税）－（仕入値＋消費税）－（売り上げ時の消費税－仕入れ時の消

費税） 
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例えば仕入値が 3000 円で売値が 5000 円の場合は以下の通り。 

（5000＋250）－（3000＋150）－（250－150）＝2000 

この場合は、売値に消費税負担が転嫁されている。しかし、発注業者や消費者か

ら消費税分相当の値引き圧力があり、それに屈した場合は消費税をプラスして 5000

円にせねばならないので、次の様になる。（小数点以下は切り捨て） 

（4762＋238）－（3000＋150）－（238－150）＝1762 

つまり、本来消費税が転嫁できていれば儲けられる金額よりも 11.9％も負担が増

加してしまう。これが値引き圧力や価格競争圧力による、自己負担となる。 

3-2 消費税が安定した財源たる事の意味とスタビライザー機能の欠如 

消費税の負担者が事業者である事と、その納税負担を価格転嫁できない場合があ

る事について述べた。そのため、消費税は税の中でもっとも滞納率が高いという現

実がある。2009 年の国税庁の発表では、前年度（つまり 2008 年度）の国税の滞納

額は 8988 億円に上る。そしてそのうちなんと 45.8％が消費税だ。いかに消費税の

滞納率が高いか分かる。 

しかし一方で、消費税は安定した財源であるとも言われている。これほど滞納率

が高いにもかかわらず安定した財源であると言われているのは、消費税に税のスタ

ビライザー機能が欠如しているためだ。スタビライザーとは安定化装置の意味であ

る。 

これは以下の意味である。 

消費税以外の税、例えば所得税であれば、失業して収入が無ければ納税は免除さ

れる。また、法人税も赤字であれば免除される。これが税のスタビライザー機能と

呼ばれる仕組みである。つまり、納税能力を失った場合、再び納税能力が回復する

まで一時的に納税を免除される仕組みだ。 

ところが消費税は、納税義務のある事業者の経営状況に無関係に納めねばならな

い。たとえ赤字でも徴収される。また、間接的に消費者も、失業中であろうが低所

得であろうが、購入代金には消費税が転嫁されてしまう。 

これが、消費税が安定している財源の意味であり、その背景には過酷な徴収実態

がある。そのため、中小事業主の中には、消費税の負担に耐えかねて自殺に追い込

まれるといった事件も起きている。 
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3-3 消費税の不平等性と逆進性 

消費税が導入される、あるいは増税される際に説明されるメリットとして、消費

税は他の税よりも広く公平に負担される税であると言う解釈がある。 

例えば所得税は、本来所得に応じて負担も大きくなるはずだったが、2007 年以降、

明らかに富裕層優遇税に変わっている。1974 年から 1983 年までは最高税率は年収

8000 万円超で 75％であった。ところが 2007 年以降の最高税率は 40％に引き下げ

られており、しかもこの最高税率の対象は、年収 1800 万円超にまで引き下げられ

た。 

つまり、現在の所得税は、1800 万 1 円の所得者と、億単位の所得者が同じ税率に

なっている。これは財界主導による構造改革の結果だが、明らかに経団連に所属す

る経営者や大資本家といった富裕層優遇の税制への改革となっていた。 

これに対し、消費税は誰もが同じパーセントで、しかも消費量に応じて納税する

のだから公平だとされる。しかし、消費税には「逆進性」あるいは「逆累進的税制」

の特長が見られるという指摘もされている。 

消費税の逆進性とは、消費税は所得や消費量に関係なく同じ税率であるため、所

得が少ない人ほど収入に占める消費の割合が高くなり、納税率が高くなってしまう

という点だ。 

一方、高所得者は、より多くの収入を貯蓄や金融投資（利潤、利子配当には消費

税が掛からない）に振り向ける事ができ、消費税に支払う割合が低くなる。 

つまり、消費税は、高所得者ほど有利であり、低所得者ほど負担する割合が高ま

るという現象が予想されている。 

この逆進性を理由として、米国では消費税が導入されていないが、日本のマスコ

ミや政府の増税派、または財務省はこの事実に触れる事は無い。 
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4 増税の本質 

4-1 経団連が消費税増税を求める理由 

消費税増税を主張している団体の一つに社団法人日本経済団体連合会（以降、経

団連と呼ぶ）がある。経団連は 2003 年元旦に『活力と魅力溢れる日本を目指して』、

通称『奥田ビジョン』と呼ばれる意見書を発表した。『奥田ビジョン』と通称され

ているのは、当時の経団連会長がトヨタ自動車会長の奥田碩（おくだひろし）氏だ

った事に由来する。 

この意見書では、「個人や法人の収益に対して直接負担を求める所得課税と社会

保険料に過度に依存する構造を是正し、経済成長に対する影響が相対的に少ない間

接税のウエイトを高めていく事」が意見されているが、その間接税とは消費税の事

を示す。 

しかし、消費税は経済成長に影響が少ないという根拠は無い。むしろ本論で述べ

るように、その影響は大きい。 

なぜ、経団連は消費税増税を主張するのか。それは、政府に対して同時に法人税

の減税を主張しているため、その穴埋めとして（交換条件として）消費税を増税す

れば良いと提案しているためだ。 

また、経団連に名を連ねる大手輸出企業にとって、消費税が増税される事で巨額

の消費税還付金が得られる。これは輸出戻し制度によるもので、輸出戻し制度とは、

輸出品に消費税を掛けてしまうと、輸出先の国においても間接税が掛けられてしま

うという二重の課税を避けるために消費税を免除しようというものだ。そのため、

その輸出品に国内で発生したと見なされる消費税が還付される。しかしこの制度は

輸出業者に取って実質補助金になっている事が指摘されている。分かりにくいかも

しれないので単純化した例を挙げる。 

部品業者 A からの仕入れ代：20 万円（消費税の負担額：1 万円） 

部品業者 B からの仕入れ代：40 万円（消費税の負担額：2 万円） 

輸出業者の販売価格：100 万円（本来の消費税負担は 5 万-2 万-1 万＝2 万円） 

ところが輸出戻し制度があるので、輸出業者には部品に含まれていると見なされ

る 3 万円の還付金がある。本来輸出業者は 2 万円の消費税を負担するはずが、免除

されるだけでなく、3 万円の還付金が得られるので、計 5 万円の節税ができた事に

なってしまう。これが、輸出企業が消費税で得をしてしまうという考え方である。 
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4-2 増税の意味 

増税の意味について見直したい。まず、税金とは政府の所得であると見なされる。

つまり、GDP（国内総生産）の内、政府に分配された部分が税収と言える。GDP

は家計・企業・政府の総所得に等しいので、政府の取り分が多ければ、その分、企

業・家計の取り分は少なくなる。 

政府の税収が増えるためには、二通りの状態が考えられる。一つは税率が変わら

ない、つまり政府への分配率が変わらないままで、GDP が増加する事だ。つまり経

済成長すれば、政府の取り分は必然的に増加する。 

もう一つは、GDP が変わらないままで、政府の取り分、つまり税率を上げる事だ。

これが増税である。 

しかし二つ目の方法である増税には問題がある。一旦増税すると、確かにその瞬

間だけ税収は増加するが、一方で企業・家計の取り分が減少してしまう。つまり、

企業にとっては純利益が減少し、家計にとっては可処分所得が減少する。その結果、

企業の投資は減少し、家庭の消費が減少する。 

GDP は家計・企業・政府の総所得であるから、GDP が成長していないデフレの

時に増税すると、翌年からは減少した投資と消費の影響を受けて、GDP が減少して

しまう可能性が高まる。その結果、税率が変わらなくても、税収も減少してしまう。 

つまり、デフレ時に増税すると、GDP が減少し、税収は却って減少してしまうと

いうジレンマに陥る。事実、竹下内閣時に消費税を導入した翌年と、橋本内閣時に

消費税を増税した翌年は、瞬間的に税収が上がったが、その翌年からは増加してい

ない。むしろ法人税や所得税は下降している。 

すなわち、政治家が主張する「将来世代にツケを回さないために、消費税増税」

は成り立たない事が分かる。むしろ、デフレ時の増税は、将来世代にツケを回す事

になる。 

4-3 増税を擁護する人達 

これまで見てきた通り、デフレ時の消費税増税は、財政再建に貢献するとは言え

ないのだが、それでも国民の多くが増税やむなしと考えている事が各種世論調査で

分かる。また、政府は政権が交代しても増税だけは変わらず訴えている。この事の

背景に何があるのだろうか。 
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一つはマスコミ（特に大手新聞社と系列テレビ局）が増税擁護の論調を行ってい

る事が世論に影響を与えていると考えられる。新聞社はこぞって、増税を主張する

政治家こそが勇気ある政治家であると讃えており、またテレビに頻出するエコノミ

スト達も、増税しなければ明日にでも財政破綻するかのような論調でコメントして

いる。 

この新聞社は、業界を挙げて財務省に対し軽減税率の陳情を行っているという事

実がある。軽減税率とは、消費税の増税が採用されても、特定の業界や製品は増税

の対象外と指定される事だ。軽減税率の対象になるかどうかは財務省の意向次第で

あるため、新聞業界は財務省に軽減税率の対象外とされるように陳情している訳だ。 

当然、その見返りが求められる。それは、新聞業界が財務省の要請に従い、増税

キャンペーンを行う事と、天下り先を提供する事では無いか。実際、大手新聞社の

論調は増税肯定であり、2010 年 7 月まで財務事務次官だった丹呉泰建（たんごやす

たけ）氏が同年の 11 月には読売新聞に天下っている。 

つまり、新聞各社は、読者である国民には消費税の必要性とその負担に耐える事

を訴えながら、一方では自分達の業界だけは増税対象外になるよう振る舞っている

という事になる。 

これらの事から、財務省が増税を主張する理由の一つも見えてくる。すなわち、

増税の度に軽減税率の指定業界に、天下り先を増やしていけるという旨味だ。つま

り、増税は、国益では無く、省益もしくは私益によるものである可能性がある。 

5 デフレ時の財政再建 

5-1 デフレ期の増税による税収の減少 

先に経済成長すると、税収も自然に増加し、デフレ期に増税すると逆に税収は減

少すると述べた。これを、税収弾性率の面からも見ておきたい。 

税収弾性率とは、名目 GDP の 1％増加に伴う税収の増加率を示す。つまり、税収

は単純に名目GDPに比例しないという理論だ。この税収弾性率は、現在はおよそ3％

と見られている。従って、名目 GDP が 1％増加すれば、単純に税収も 1％増加する

のでは無く、いきなり 3％増加する可能性がある事を示している。 

なぜ、税収は名目 GDP に単純に比例せずに飛躍するのか。それは次の理屈によ

る。 
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経済成長すると、それまで赤字で法人税を納税していなかった法人が黒字になり、

突然納税を開始する。あるいは失業中で所得税を納めていなかった人が、雇用され

る事で所得が発生し、これも突然に幾ばくかの所得税を納める事になる。つまり経

済成長すると、それまで納税額がゼロだった企業や個人が、突然利益や所得を得る

事で一定以上の税金を納め始めるという事による。これは以下の様に表せる。 

税収＝税率×名目 GDP×税収弾性率 

この理論に乗っ取れば、逆にデフレ期（名目 GDP がマイナスの時）に増税する

と、税収弾性率が負に作用し、一気に税収が減少してしまう。 

これは 1997 年の橋本政権が消費税を増税した際に証明されている。消費税を増

税した翌年には当然のこととして消費税だけは前年の約 7 兆 4644 億円から約 8 兆

4235 億円に増加した。しかし、同時に所得税と法人税はものの見事に減少している。

その結果、消費税、所得税、法人税の合計は、前年の約 41 兆 6752 億円から約 37

兆 8655 億円と 3 兆 8000 億円以上も減少してしまった。デフレ期に増税するとどう

なるかの実例だ。 

これでは財政再建のために増税するという建前自体が破綻している。そして問題

は、増税の結果税収が減少したにも関わらず、税収が減少した理由は説明せず、税

収が減少している事だけを上げて、「財政再建のため増税が必要」と繰り返し主張

されている事だ。 

6 結び 

6-1 財政再建の正しい方法 

これまで述べてきたように、財政再建には税収の増加が必須であった。そして税

収を増加させるには二通りが考えられ、一つは増税、もう一つは経済成長による税

収増であった。しかし、デフレ期の増税は、却って税収を減少させてしまう事が分

かった。その結果、残りの方法として、経済成長による名目 GDP の増加によって、

税収の増加を期待する事が必要になった。 

それではどうすればこのデフレ期に名目 GDP を増加させる事ができるのか。 
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デフレとは供給が需要を上回っている状態だ。これを逆転させるために供給を減

らす事で物価を上げる事も一見可能なようだが、この方法では雇用が減少し、失業

者が増加する。また、一旦減少した供給能力はすぐには再構築できない。そのため

景気が回復して需要が増加した際、既に供給能力が低下していると一気にインフレ

が加速する危険がある。 

そこで、需要の方を拡大するというオーソドックスな経済政策が再注目されるべ

きであろう。需要の拡大は、供給能力を維持し、雇用を拡大する事で失業率を低下

させる。失業率が低下すれば、消費が拡大する。また、消費が拡大すれば、企業も

投資を拡大させるという好循環が生じる。 

つまり、好循環の最初のきっかけは民間に期待できない以上、政府が行うしか無

い。そしてこの需要を賄うための原資は、やはり政府が財政出動するしか無い。 

この時、公共投資を行う未来型産業を、政府が決めるのが困難である、という反

論がある。しかし、そもそも政府が未来型産業を決める必要は無い。まず、現在の

日本に必要な事に投資すれば、そこに注がれたマネーは、自ずと必要な分野に流れ

ていく。つまり必要な分野や産業の選択は、市場に委ねれば良い。 

それでは現在の日本に必要な公共投資とは何か。急がねばならないのはインフラ

のメンテナンスだ。1970～1980 年代に集中的に整備された社会インフラ（道路、

橋、その他建築物）が、次々に耐用年数に達しようとしている。公共施設、道路、

橋梁、上水道管渠、下水道管渠などの更新費用は、今後 50 年間で約 4 兆円とされ

ている。 

次に、活動期を迎えたとされる地震対策が必要だ。防波堤や建築物の耐震化が急

がれる。これらの公共投資が不要であるとする人は少ないのでは無いか。 

そして国民を守るための投資は、その後再び数十年後の耐用年数まで、長く国民

を益する。 

6-2 マネタリーベースの拡大の必要性 

デフレ時には企業は投資を控え、個人は消費を控える。需要を創造できるのは、

もはや政府しか無いと述べた。では政府が需要を創造する際の原資はどのように調

達するのかと言うと、国債の発行による。この国債を日銀が直接引き受けであろう

が、市場から吸い上げようが、とにかく買い上げる事で通貨が発行される。これを

マネタリーベース（日銀が供給する通貨）の拡大と呼ぶ。 
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デフレを恐れる米国は、リーマンショック後にマネタリーベースを約 3 倍に拡大

した。しかし日本は 1.3 倍に満たない対応であったため、デフレ脱却に失敗した。

同時にドルに対する円の供給が不足したため、円高を導いた。 

デフレによる物価の低下は、同時に通貨の価値が高まる事を示す。ここで通貨の

発行量が拡大されれば、相対的に通貨の価値が下がり、物価の低下を防ぐ事ができ

る。 

すなわち、公共投資とマネタリーベースの拡大が、デフレ脱却と円高の緩和を同

時にもたらす可能性がある。 

実際、昭和恐慌（1930 年）の時に、日本は上記の政策でデフレ脱却を行った実績

がある。この時、GDP は前年から 2 年間で 18％以上減少し、失業率も最大で 20％

を記録した。暴落する円の売りを防ぐために当時の井上蔵相は金利を上げたため、

さらに GDP が減少し、株価も暴落してしまった。 

1931 年、高橋是清が蔵相に就任すると、デフレ脱却策として、財政出動を行う事

で金利を引き下げた。また同時に日銀に国債を引き受けさせる事で通貨を発行させ

た。 

その結果、日本は世界に先駆けて恐慌を脱する事ができ、この時の経済政策は世

界で高い評価を受けた。日本はデフレ期に増税する前に、歴史に学ぶ必要がある。 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /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>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /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.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /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


