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高等商業学校とスペイン語 

社会システム学科准教授 坂野
ば ん の

鉄也
て つ や

 

 

滋賀大学経済学部の前身、彦根高等商業学

校のような旧制専門学校では旧制高校や帝

国大学とは違った教育がおこなわれていま

した。その中でも語学教育には大きな相違が

あります。旧制高校や帝大ではヨーロッパ諸

国の技術や思想を取り入れるために、英・

独・仏が集中的に教えられたのに対し、高等

商業では英・独・仏以外に中国語、ロシア語、

オランダ語、スペイン語、マレー語などが開

講されていました。そもそもスペイン語教育

は高等商業学校に端を発しているのです。 

明治 25 年、一橋大学の前身、（東京）高

等商業学校で開講されたのが初めてです。

英・独・仏以外の外国語は、今日の外国語大

学につながる学校がその発祥ではないかと

思われがちですが、東京外国語学校（現東京

外国語大学）にスペイン語科が設置されたの

は明治 30 年、しかも、スペイン語科最初の

日本人教師は高等商業でスペイン語を学ん

だ人でした。スペイン語は、戦前の、いわゆ

る「内地」にあった官立商大・高等商業学校

13 校のうちじつに半数以上の、少なくとも 7

校で学ぶことができたのです。残念ながらこ

の 7 校に彦根高商は含まれておりませんが、

日本におけるスペイン語教育は高商なくし

ては発展がなかったかもしれません。 

今日の状況とは対照的に戦前、スペイン語

はまさに実学そのものでした。スペイン語を

公用語とする国々が大半を占める中南米は、

日本製品の市場として魅力的な場所として

映っていました。ヨーロッパ列強の争奪の場

と化していた中国大陸や、確固たる植民地と

なっていた東南アジアとは異なり、すでに 19

世紀初頭にスペインやポルトガルから独立

し、近代国家を形成しつつあった中南米諸国

は、ヨーロッパ列強の勢力が十全に及んでお

らず、日本も入り込む余地がある地域ととら

えられていたのです。そこに、移民を送り込

み、彼らを通して日本製品を現地の人々に認

知させ、市場化を目指したのです。また中南

米は市場としてのみならず、ゴムなどの天然

資源供給地としても期待されていました。中

南米との通商や彼の地への移民事業などの

実務を担ったのは、高商の卒業生たちでした。

スペイン語の知識がなければ、その仕事を果

たすことはできなかったでしょう。 

 

付記：本稿は、2010 年度滋賀大学教育研究

プロジェクトセンター「20世紀前期日本の高

等商業学校スタディーズ・プロジェクト」に

よる成果の一部です。 
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『環境負債会計論』 

著者：会計情報学科准教授 赤
あか

塚
つか

尚
なお

之
ゆき

 

収録：滋賀大学経済学部研究叢書 第46号、全240ページ 

概要：環境負債の定義の検討に始まり、環境負債の会計処理総論、各論の順で各種文献を渉猟

しながら検討し、環境負債の多くが該当する非金融負債の会計問題についてさらに検討

を行い、最終的に環境負債会計の枠組みを提示することを試みている。 

目次：第 1章   環境負債会計への挑戦 

第 2章   環境負債の定義と範囲 

第 3章   環境負債の識別・分類と伝統的な会計処理 

第 4章   環境修復負債 

第 4章補論 環境修復費用と減損損失の二重計算 

第 5章   資産除去債務 

     第 5 章補論 資産除去債務の原始認識に伴う借方側の会計処理 

第 6章   電気・電子機器廃棄物処理負債 

第 7章   環境保証債務 

第 8章   非金融負債としての環境負債 

第 9章   非金融負債の測定モデル 

第 10 章   環境負債会計のデザイン 

Keyword：環境負債、環境コスト、環境修復負債、スーパーファンド法、

WEEE 指令、資産除去債務、環境保証債務、引当金、偶発負債、

非金融負債、公正価値、信用リスク 

 

  

筆者は、学部生の頃より、地球環境問題に

関連する経済事象を、他の経済事象と同様に

貨幣額によって測定し、公表財務諸表に反映

すべき点にかねてから注目していました。環

境問題に関連する経済事象がいわゆる「簿記

上の取引」に該当するのであれば、それを公

表財務諸表に反映することは当然であると

考えられるからです。近年、このような観点

に基づく外部報告を目的とした環境会計の

領域は、「環境財務会計（environmental 

financial accounting）」とよばれるように

なっており、日本の会計学界においても認知

されつつある領域となっています。 

環境財務会計の論点は、究極的には、借方

側では環境コストの即時費用計上と資産計

上をめぐる問題、そして、貸方側では環境負

債の認識と測定をめぐる問題に収束します。

本書では、後者の環境負債の会計問題に焦点

を当てています。これは、①不確実性を有す

る負債項目の会計処理について、現在価値計

算を中心とした測定技法の向上を主な契機

として劇的な変化がみられ、環境負債につい

てもその正の恩恵を享受しうること、および

②環境負債という具体例の検討をつうじて、

負債会計全般に対して何らかの示唆をフィ

ードバックする可能性も十分にあると考え

られるためです。 

 環境負債会計という極めて限定的な文脈

にあっては、関連する会計情報をいかにして

拡充するかという点に主眼が置かれており、

より大きな枠組みの検討に際して、今まさに

生じている負債会計の進化を無条件で歓迎

する風潮も見受けます。そのようないわば下

心に基づいて結論ありきの本末転倒な議論

に終始してはならないということは、この領

域の研究を行ううえでの戒めであると受け

止めています。環境負債項目の会計のあり方

から導かれる結論と、他の種々の負債項目の

会計のあり方から導かれる結論との整合性

については、絶えず検証する必要があるでし

ょう。環境財務会計という領域で限定された

議論を展開すると、負債会計というより大き

な枠組みとのあいだに大きな齟齬を生む可

能性もあるからです。このことを念頭に置い

て、無用な拡大解釈（論理の飛躍）を導くこ

とがないよう、本書では慎重な検討を心がけ

ました。 

著者のつぶやき 

今週の著書紹介
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(1)座右の銘 

座右の銘は「人ヲ立テ、己に克チテ、節ヲ

曲ゲズ」です。人様には春風のごとく接して

争わず、烈日秋霜の気迫をもって己を律しな

がら、まっすぐに生きるという思いを込めて

作った言葉です。 

 

(2)学問に対する姿勢 

生涯を学問に託してから 40 年になります

が、その間心がけたのは「ラッキョウ学問の

徒」と指弾されないようにすることです。「ラ

ッキョウは皮ばかり。一枚一枚他人の説ばか

りで、これらをはぎとれば自分の説は何もな

い」のでは生きる甲斐がありません。凡才は

凡才なりにオンリーワンの学説を立てるべ

しという気概をもって研鑽を重ねてきまし

た。 

 

(3)現在の研究 

私の研究人生は「一本通して来たぞ」であ

ります。文字通り経済体制研究一筋です。も

っとも凡夫の悲しさ、これまでにやり遂げた

のはたったの三つしかありません。経済体制 

 

の比較に関す

る原理論の構

築、それを応

用 し た ロ シ

ア・東欧諸国

における社会

主義体制の崩

壊と体制移行

に関する研究、

そして「第三

の道論」の思

想史的研究で

す。現在取り

組んでいるの

は、未来に目を向けた理想のサード・ウェイ

（資本主義でもなく、社会主義でもない、人

間の顔をした経済社会体制）の設計です。調

教された市場経済・民主的な強い国家・アク

ティブな市民社会というトリアーデの思考

枠組をもって‘civitas humana’（人間の国）

をデッサンしています。「明窓浄机、焚香思

索」の毎日です。

                             

  

 

 

 

 

陵水会リレー講義 リーダーシップ論のご紹介（第 1回） 

 

 

先週号でお知らせいたしましたように、秋

学期に行われました陵水会リレー講義につ

いて、4 人の方の講義内容を簡潔にお知らせ

いたします。 

その第 1回目は、パナソニック電工インフ

ォメーションシステムズ（株）代表取締役社

長の前川一博氏（大 26）に登場いただきます。

10月7日に行われました講演のテーマは、「生

まれつきのリーダーはいない。リーダーシッ

プとは学びとるもの」でした。 

前川様から頂いた講義内容は右の通りで

す。                 

（文責 久保英也
く ぼ ひ で や

）

 

リスク研究センター通信 

教員紹介 「福田敏浩」 
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経済学科教授 福田
ふ く だ

敏
とし

浩
ひろ

組織を動かす為にはマネジメントとリ

ーダーシップの両方が要求される。「マネ

ジメント」とは現状に取り組む事。「リー

ダーシップ」とは変革に取り組む事。変化

のスピードが加速する今、真のリーダーが

求められている。言葉の本来の定義から考

えると「リーダーとは変化をリードする

者」。しかし「生まれつきのリーダー」は

殆ど存在しない。リーダーシップとは学び

とるべきものであり、学びとる事の出来る

ものであると考える。 

激動の今、どのような人材がリーダーと

して求められているのか、リーダーの役割

は何なのか等について講義した。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊当リスクフラッシュをご覧頂いて、関心のある論文等ございましたら、下記事務局までメールでお問い合わせください。 

 

 

 

 

  

 発行：滋賀大学経済学部附属リスク研究センター 

 編集委員：ロバート・アスピノール、金秉基、久保英也、 

      澤木聖子、得田雅章、弘中史子、宮西賢次  
  滋賀大学経済学部附属リスク研究センター事務局 

                     （Office Hours:月－金 10:00-17:00) 

 〒522-8522 滋賀県彦根市馬場 1-1-1   

  TEL:0749-27-1404  FAX:0749-27-1189 

  e-mail: risk@biwako.shiga-u.ac.jp 
  Web page : http://www.econ.shiga-u.ac.jp/main.cgi?c=10/2 

  
「リスクフラッシュご利用上の注意事項」 

  
 本規約は、滋賀大学経済学部附属リスク研究センター（以下、リスク研究センター）が配信する週刊情報誌「リスクフラッシュ」を購読希望され

る方および購読登録を行った方に適用されるものとします。 

  

【サービスの提供】 
1. 本サービスのご利用は無料ですが、ご利用に際しての通信料等は登録者のご負担となります。 
2. 登録、登録の変更、配信停止はご自身で行ってください。 
  
【サービスの変更・中止・登録削除】 
1. 本サービスは、リスク研究センターの都合により登録者への通知なしに内容の変更・中止、運用の変更や中止を行うことがあります。 
2. 電子メールを配信した際、メールアドレスに誤りがある、メールボックスの容量が一杯になっている、登録アドレスが認識できない等の状況に

あった場合は、リスク研究センターの判断により、登録者への通知なしに登録を削除できるものとします。 
  
【個人情報等】 
1. 滋賀大学では、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第59号）に基づき、「国立大学法人滋賀大学個

人情報保護規則」を定め、滋賀大学が保有する個人情報の適正な取扱いを行うための措置を講じています。 
2. 本サービスのアクセス情報などを統計的に処理して公表することがあります。 
  
【免責事項】 
1. 配信メールが回線上の問題（メールの遅延，消失）等によりお手元に届かなかった場合の再送はいたしません。 
2. 登録者が当該の週刊情報誌で得た情報に基づいて被ったいかなる損害については、一切の責任を登録者が負うものとします。 
3. リスク研究センターは、登録者が本注意事項に違反した場合、あるいはその恐れがあると判断した場合、登録者へ事前に通告・催告することな

く、ただちに登録者の本サービスの利用を終了させることができるものとします。 
  
【著作権】 
1. 本週刊情報誌の全文を転送される場合は、許可は不要です。一部を転載・配信、或いは修正・改変して blog 等への掲載を希望される方は、事前

に下記へお問い合わせください。   
  

 *尚、最新の本注意事項はリスク研究センターのホームページに掲載いたしますので、随時ご確認願います。 

                                                （ http://www.econ.shiga-u.ac.jp/main.cgi?c=10/2/3:12 ） 

4 



<<
  /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 false
  /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>
    /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.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /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


