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平成 20 年 3 月 25 日 

各 位 

不動産投資信託証券発行者名 

大阪市北区堂島浜一丁目 4番 4号 

ＭＩＤリート投資法人 

代表者名 

 執 行 役 員    泉  幸 伸 

（コード番号：3227） 

資産運用会社名 

大阪市北区堂島浜一丁目 4番 4号 

ＭＩＤリートマネジメント株式会社 

代表者名  

代表取締役社長  諸  泉  信  男 

問合せ先  

 取締役 財務企画部部長 植 村  弘

TEL.06-6456-0700（代表） 

 

資産の取得に関するお知らせ 

＜北浜ＭＩＤビル＞ 
 

 

ＭＩＤリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、下記のとおり資産の取

得を決定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

１． 取得の概要 

（１） 取得資産  ：不動産を信託する信託の受益権（不動産信託受益権） 

（２） 物件名称  ：北浜ＭＩＤビル 

（３） 所在地  ：大阪市中央区道修町一丁目 6 番 7 号（住居表示） 

（４） 取得予定価格 ：10,800 百万円 

（但し、取得諸経費、固定資産税・都市計画税及び消費税等を除きます。） 

（５） 契約予定日  ：平成 20 年 3 月 26 日 

（６） 取得予定日  ：平成 20 年 4 月 24 日 

（７） 取得先  ：ハルアセット特定目的会社（後記「４．取得先の概要」参照） 

（８） 取得資金  ：借入金により取得予定 

以下、上記取得予定資産を「本物件」といいます。 

 

２． 取得の理由等 

 本投資法人の規約に定める資産運用の対象及び方針に基づき、ポートフォリオの拡充を図

るために取得を行うものです。 

 なお、本物件の取得決定に際しては、以下の点を評価いたしました。 

（１）立地特性 

本物件は、大阪の主要幹線である堺筋に近接し、大阪市営地下鉄堺筋線「北浜」駅

徒歩 2 分、京阪本線「北浜」駅徒歩 4 分と優れた交通利便性を備えています。本物件

の存する「北浜エリア」は、中高層オフィスビルが建ち並ぶビジネスエリアであり、

大阪証券取引所や証券会社等の金融機関や製薬会社等の本支店が多く存在し、それら

の関連企業をはじめ、恒常的なテナントニーズが見込めるエリアであると評価してい

ます。 

（２）物件特性 

 本物件は平成 20 年 2 月新築の物件であり、中長期にわたってテナントニーズを満た
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すと考えられるスペックを備えたオフィスビルです。 

本物件の貸室部分は、1 フロア 176 坪の無柱空間で、且つ小割り分割にも対応可能で

あり、様々なレイアウト及びスペースニーズに対応することができます。設備仕様に

ついては、個別空調、50VA/㎡の電気容量（100VA/㎡まで増設可能）、100mm の OA フロ

ア、24 時間入退室可能な非接触型 IC カードリーダーによるセキュリティシステム等を

採用しており、ハイグレードなオフィス環境を提供することができます。また、制震

構造を採用しており、地震発生時のオフィスの損傷を低減することができます。 

以上により、本物件は中長期にわたって高い市場競争力を維持できる物件であり、

内部成長も期待できることから、本投資法人のポートフォリオの質の向上に貢献する

物件であると評価しています。 

     

３． 取得資産の内容 

物件名称 北浜ＭＩＤビル 

特定資産の種類 不動産を信託する信託の受益権（不動産信託受益権） 

信託受託者 みずほ信託銀行株式会社（予定） 

信託期間 平成 20 年 4 月 24 日～平成 30 年 3 月 31 日（予定） 

地番 大阪市中央区道修町一丁目 1番地 2他 所在地

（注 1） 住居表示 大阪市中央区道修町一丁目 6番 7号 

交通 
大阪市営地下鉄堺筋線「北浜」駅徒歩 2分、京阪本線「北

浜」駅徒歩 4分 

建築年月日（注 1） 平成 20 年 2 月 22 日 

用途（注 1） 事務所・車庫 

構造（注 1） 鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下 1階付 18 階建

ＰＭＬ値（注 2） 

3.0％（株式会社イー・アール・エス及び応用アール・エ

ム・エス株式会社作成の 2008 年 3 月 17 日付地震リスク分

析詳細分析報告書によります。） 

設計者 鹿島建設株式会社 

構造計算者 鹿島建設株式会社 

施工者 鹿島建設株式会社 

建築確認機関 財団法人日本建築総合試験所 

土地 1,802.49 ㎡ 面積 

（注１） 建物 14,648.13 ㎡ 

土 地 所有権 
所有形態 

建 物 所有権 

容積率／建蔽率（注 3） 925.4％／100％ 

担保設定の有無 あり（予定） 

特記事項 

本物件は敷地の一部を公開空地として計画することにより、下記（注

3）記載のとおり容積率の緩和を受けています。また、公開空地につ

いては、一般の通行の用に供するとともに公開空地の維持管理等を

行う必要があります。 

取得価格 10,800 百万円 

評価額（評価方法等） 

10,800 百万円 

（収益還元法 価格時点：平成 20 年 3 月 1日） 

（評価機関：財団法人日本不動産研究所） 

賃貸状況（取得予定日時点の見込み）（注 4） 

テナントの総数（注 5） 7 

年間賃料総額（注 6） 575,701 千円 
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敷金・保証金等（注 7） 456,381 千円 

賃貸可能面積（注 8） 10,189.50 ㎡ 

賃貸面積（注 9） 9,320.00 ㎡ 

稼働率（注 10） 91.5％ 
 

（注 1）「所在地（地番）」、「建築年月日」、「用途」、「構造」及び「面積」については、登記記録の表示をもとに記載していま

す。 

（注 2）「ＰＭＬ」は、不動産・保険業界において「予想最大損失率」として訳されており、建物に関する地震リスクの評価

指標として用いられています。本書においては、株式会社イー・アール・エス、応用アール・エム・エス株式会社に

より算出された損失額及び年超過確率の関係を表す「リスクカーブ」から「再現期間 475 年に対する建物の予想損失

額」を「再調達価格」で除した値の百分率を算出し、これを「ＰＭＬ（予想最大損失率）」と定義しています。ここ

で再現期間 475 年とは、建物使用期間 50 年に 10％の確率で起こる事象に相当します。 

（注 3）「容積率」は、建築基準法第 52 条に定める、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合であって、用途地域等に応じ

て都市計画で定められる数値を記載しています。なお、本物件にかかる土地の容積率は本来 800％ですが、総合設計

制度の適用のため割増後容積率は 925.4%となっています。 

「建蔽率」は、建築基準法第 53 条に定める、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合であって、用途地域等に応じ

て都市計画で定められる数値を記載しています。なお、本物件にかかる土地の建蔽率は、所在地が商業地域内に属す

るため本来 80%であるところ、防火地域における耐火建築物であることから割増を受け、適用建蔽率は 100%となって

います。 

（注 4）「賃貸状況(取得予定日時点の見込み)」は、売主から提供を受けた数値及び情報をもとに、平成 20 年 3 月 25 日時点

における賃貸期間開始済のテナント及び平成 20 年 3 月 25 日時点で賃貸借契約を締結済みで取得予定日時点で賃貸借

期間が開始予定のテナントの状況について記載しています。 

（注 5）「テナント数」は、マスターリース契約上の賃借人が賃貸人になることの同意を取得したものと仮定し、当該マスタ

ーリース契約上の賃借人から転貸を受けているエンドテナントの数及び平成 20 年 3 月 25 日時点で賃貸借契約を締結

済みで取得予定日時点で賃貸期間が開始予定のエンドテナントの数(何れも倉庫、駐車場等のみを賃借するテナントは

含みません。)の合計を記載しています。 

（注 6）「年間賃料」は、賃貸借契約書等に記載されている月額賃料及び月額共益費、倉庫賃料、施設使用料等の月額賃料等

の合計を 12 倍し、千円未満を切り捨てて記載しています。 

（注 7）「敷金・保証金等」は、賃貸借契約等に基づく敷金及び保証金（貸室部分、倉庫部分、駐車場部分等を含みます。）の

残高を、千円未満を切り捨てて記載しています。 

（注 8）「賃貸可能面積」は、本物件にかかる建物の賃貸可能な面積（倉庫、駐車場等の面積は含みません。）を記載していま

す。 

（注 9）「賃貸面積」は、エンドテナントとの賃貸借契約書等に表示された面積（貸室面積に限ります。）を記載しています。 

（注 10）「稼働率」は、賃貸面積を賃貸可能面積で除して得られた数値を百分率で記載しており、小数第 2 位を四捨五入して

記載しています。 

 

 

４． 取得先の概要 

商号 ハルアセット特定目的会社 

本店所在地 東京都港区南青山七丁目 2 番 1 号青康ビル 6 階 
代表者 取締役 横山 公一 

主な事業内容 

１．資産の流動化に関する法律に基づく資産流動化計画

に従った特定資産の譲渡並びにその管理及び処分に

かかる業務 

２．その他前記特定資産の流動化にかかる業務に付帯す

る業務 

本投資法人との関係 

本投資法人の資産運用会社であるＭＩＤリートマネジメ

ント株式会社の親会社であるＭＩＤ都市開発株式会社の

発行済普通株式の 78.7%は、エートス・キャピタル・エ

ルエルシーが資産運用業務等を受託しているファンドが

間接的に保有しており、本特定目的会社は、当該ファン

ドにより設立された特定目的会社です。また、ＭＩＤ都

市開発株式会社は、本特定目的会社より資産運用業務等

を受託しています。 
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５． 取得資産にかかる資産運用会社の利害関係について 

上記取得先は、利益相反行為を排することにより適切な投資法人の資産運用を行い、本投

資法人の投資主の利益に資することを目的として資産運用会社が定めた、資産運用会社の内

規であるスポンサー関係者との取引規程上のスポンサー関係者に該当します。取得先との契

約の締結にあたり、資産運用会社においては、当該規程に従い、外部専門家を含んだコンプ

ライアンス委員会による承認、投資委員会による審議及び決定、取締役会による審議及び決

議を経ています。 

 

６． 物件取得者等の状況 

物件の名称 北浜ＭＩＤビル 

物件所有者等の状況 前所有者・信託受益者 前々所有者・信託受益者 

 会社名・氏名 ハルアセット特定目的会社 なし 

 
特別な利害関係にあ

る者との関係 
上記 4．をご参照下さい。 － 

 取得経緯・理由 平成 20 年 2 月新築 － 

 
取得価格（その他費

用を含む） 
－ － 

 取得時期 － － 

 

７． 媒介の概要  

商号 ＭＩＤ都市開発株式会社 

本店所在地 大阪市北区堂島浜一丁目 4番 4号 

代表者 代表取締役 山本 功 

手数料 216 百万円（但し、消費税及び地方消費税を除きます。） 

本投資法人又は 

資産運用会社との関係 

ＭＩＤ都市開発株式会社は、本投資法人の資産運用会社であ

るＭＩＤリートマネジメント株式会社の発行済普通株式の

全てを保有する株主であり、投信法の定める資産運用会社の

利害関係人等に該当します。 

 

８． 決済方法  

 本物件の引渡時（平成 20 年 4 月 24 日の予定）に、本投資法人が借入金により売主に対し

て取得価額全額を一括して支払うことにより決済する予定です。 

 

９． 取得の日程 

平成 20 年 3 月 25 日 取得決定 

平成 20 年 3 月 26 日 不動産信託受益権譲渡契約締結（予定） 

平成 20 年 4 月 24 日 不動産信託受益権の取得（予定） 

 

10． 今後の見通し 

本物件の取得による本投資法人の平成 20 年 6 月期（平成 20 年 1 月 1 日～平成 20 年 6 月

末日）及び平成 20 年 12 月期（平成 20 年 7 月 1 日～平成 20 年 12 月末日）の運用状況への

影響については、本日公表の「平成 20 年 6 月期（第 4 期）及び平成 20 年 12 月期（第 5 期）

の運用状況の予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

 

以 上 

【添付資料】 

参考資料１ 鑑定評価サマリー 

参考資料２ 本物件取得後のポートフォリオ一覧 
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参考資料３ 北浜ＭＩＤビル外観写真 

参考資料４ 北浜ＭＩＤビル案内図 

 
＊ 本資料の配布先：兜クラブ、大阪証券記者クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会 

＊ 本投資法人のホームページアドレス：http://www.midreit.jp 
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参考資料１ 

 

鑑定評価サマリー 

 

 単位：千円（注１）

鑑定評価会社 財団法人日本不動産研究所

鑑定評価額 10,800,000

価格時点 平成 20 年 3月 1日

直接還元法による収益価格 10,900,000

 運営収益 630,154

  潜在総収益 656,744

  空室等損失 -26,590

 運営費用 135,089

  維持管理費等（注２） 66,600

  公租公課 44,014

  その他費用 24,475

 運営純収益（NOI） 495,065

 一時金の運用益 9,901

 資本的支出 14,020

 純収益（NCF） 490,946

 還元利回り 4.5%

DCF 法による収益価格 10,600,000

 割引率 4.3%

 最終還元利回り 4.6%

原価法による積算価格 8,740,000

 土地比率 48.8%

 建物比率 51.2%

物件特性 

地域特性 

 本物件は、大阪市営地下鉄堺筋線「北浜」駅南東方約 150ｍに位置するオフィスビルで

す。本物件の所在する北浜エリアは、銀行・証券会社等が集積し、金融の中心地として発

展してきた地域ですが、近年、再開発が進んでいます。特に本物件は、オフィス・ホテル・

住宅・商業機能が集約する複合開発エリア「北浜リノベーションブロック」に存し、交通

利便性、環境、視認性等も良好なロケーションにあります。また、総合設計制度を活用し

た新築ビルであり、制震構造を採用し、個別空調やＯＡフロアを装備する等、最新の設備

水準を確保しており、堅調なテナント需要が期待されます。 

（注１） 金額は、四捨五入のうえ千円単位で記載しています。そのため、記載されている数値を合算した数値が、集計欄の記載数

値とは一致しない場合があります。 

（注 2） 維持管理費等には、水道光熱費を含みます。 
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参考資料２ 

 

本物件取得後のポートフォリオ一覧 

 

用途 地域 
物件 

番号 
物件名称 

取得価格

（百万円）

投資比率

（％）
取得日 

1 ツイン 21 68,700 43.6 平成 18 年 8月 31 日 

2 松下ＩＭＰビル 24,600 15.6 平成 18 年 8月 31 日 

3 松下電工ビル 7,620 4.8 平成 18 年 8月 31 日 

4 御堂筋ＭＩＤビル 8,290 5.3
平成 18 年 8月 31 日 

平成 19 年 10 月 31 日 

5 東野田ＭＩＤビル 2,300 1.5 平成 18 年 8月 31 日 

10 ＭＩＤ今橋ビル 3,270 2.1 平成 19 年 4月 3日 

11 ＭＩＤ御堂筋瓦町ビル 2,000 1.3 平成 19 年 5月 16 日 

大阪圏 

12 北浜ＭＩＤビル 10,800 6.9 平成20年 4月 24日（予定）

6 京橋ＭＩＤビル － － 平成 18 年 8月 31 日 
首都圏、並びに

大阪圏を除く政

令指定都市及び

それに準ずる主

要都市 
7 ＭＩＤ芝金杉橋ビル 1,160 0.7 平成 18 年 8月 31 日 

オ 

フ 

ィ 

ス 

ビ 

ル 

小 計（9物件） 128,740 81.7  

大阪圏 8 コナミスポーツクラブ京橋 2,780 1.8 平成 18 年 8月 31 日 

首都圏、並びに

大阪圏を除く政

令指定都市及び

それに準ずる主

要都市 

9 
イオン津田沼ショッピング 

センター 
26,100 16.6 平成 18 年 8月 31 日 

オ 

フ 

ィ 

ス 

ビ 

ル 

以 

外 小 計（2物件） 28,880 18.3  

合 計（11 物件） 157,620 100.0  

（注 1）比率は小数第２位を四捨五入して記載しています。そのため、合計が 100.0％にならない場合があります。 

（注 2）「ツイン 21」については、ツイン 21 及びツイン 21（底地一部）を 1物件として記載しています。 

（注 3）「御堂筋ＭＩＤビル」については、御堂筋ＭＩＤビル及び御堂筋ＭＩＤビル隣接土地を 1物件として記載しています。 

（注 4）「京橋ＭＩＤビル」については、平成 20 年 4 月 17 日に譲渡を予定しています。 

（注 5）上記の表に記載の資産の他、平成 19 年 11 月 29 日及び平成 20 年 1月 30 日に「（仮称）桜通ＭＩＤビル」（以下「本開発物件」と

いいます。）の開発を行う桜通開発合同会社を営業者とする匿名組合に係る匿名組合出資持分を取得しています。この匿名組合出

資持分の取得に伴い、本投資法人は、本開発物件の建物竣工後に、本開発物件を信託する信託の受益権の買取りにつき、一定期間

（建物竣工後 6ヶ月間）の優先交渉権を取得しています。 
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参考資料３ 
 

北浜ＭＩＤビル外観写真 
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参考資料４ 

 

北浜ＭＩＤビル案内図 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


