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民事再生法の申請件数（年度ベース）
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はじめに 

2010 年 4 月、民事再生法は 2000 年 4 月の施行から「10 年」という一つの節目を迎えた。 

民事再生法は、当時の「和議法」に代わる企業再建のための法的手続きとして制定された。そ

の後は企業規模の大小、業種を問わず申請事例が相次ぎ、今では再建型法的整理手続きの 95％を

占めるまでに定着している。しかし、同法を申請した企業がすべて“再生”したわけではなく、

道半ばで破産に移行するケースも後を絶たない。 

帝国データバンクでは、過去 10 年間に民事再生法を申請した企業（負債 1000 万円以上）につ

いて、件数推移、上場企業の申請動向、再生手続きの経過状況、業種別動向等を分析した。 

 

調査結果 

①民事再生法の申請は、東京地裁第 1号案件となった㈲白形印刷（2000 年 4 月 3日申請）から

数えて、過去 10 年間の累計で 7754 件に達した。②過去 10 年間の負債額トップは、リーマン・ブ

ラザーズ証券㈱（2008 年 9 月）の 3 兆 4314 億円。③過去 10 年間に再生法を申請した上場企業は、

累計 103 社に及んだ。④このうち再上場した企業は、川﨑電気㈱（現・㈱かわでん、2000 年 9 月

29 日申請、2004 年 11 月 25 日再上場）のみ 1社。⑤一方で破産した企業は 9社（構成比 8.7％）

にのぼった。⑥再生手続きの経過状況をみると、7754 件中 1747 件（同 22.5％）、全体の約 4社に

1社が再建途上で事業継続を断念し、大半がすでに破産手続きに移行していることが分かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別企画: 民事再生法施行 10 年間の申請動向調査 

施行 10 年間の民事再生法の申請は累計約 7700 件

～上場企業の申請は 103 社、うち 9 社が破産に移行。再上場は 1 社にとどまる～ 
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1． 申請件数推移  ― 10 年間の累計約 7700 件 
 民事再生法の申請は、東京地裁第 1号案件となった㈲白

形印刷（2000 年 4 月 3日申請、2001 年 10 月 4 日廃止）か

ら数え、2000 年 4 月～2010 年 3 月までの 10 年間の累計で

7754 件に達した。 

年度ベースでみると、戦後 2番目の未曾有の倒産ラッシ

ュとなった 2001 年度の 1019 件をピークに、その後は 2006

年度まで 5年連続で前年度を下回った。2007、2008 年度は

全体の倒産件数の増加とともに民事再生法の申請も増加に

転じていたが、2009 年度は中堅・大手企業の倒産減少から

656 件に急減。前年度比 29.8％の大幅減少で、2004 年度

（28.0％）を抜いて過去最大の減少率となった。 

 
2． 負債上位 20 社  ― リーマン・ブラザーズ証券がトップ 

施行 10 年間における負債上位 20 社は、下表の通り。 

負債額トップは、リーマン・ブラザーズ証券㈱（2008 年 9 月）の 3兆 4314 億円。 

2 位は、百貨店大手の㈱そごう（2000 年 7 月）で 6891 億円。 

3 位は、不動産業の日本ビルプロヂェクト㈱（2000 年 6 月）で 5617 億 1400 万円。 

施行10年間の負債上位20社

1 2008年9月  リーマン・ブラザーズ証券㈱　　　　  証券業 3,431,400 東京都

2 2000年7月  ㈱そごう  百貨店経営 689,100 大阪府

3 2000年6月  日本ビルプロヂェクト㈱  不動産賃貸・売買 561,714 東京都

4 2009年2月  ㈱ＳＦＣＧ  ※  事業者金融 550,000 東京都

5 2008年9月  リーマン・ブラザーズ・ホールディングス㈱  持ち株会社（証券業） 515,973 東京都

6 2002年10月  エスティティ開発㈱  ゴルフ場経営 492,200 東京都

7 2000年7月  ㈱千葉そごう  不動産賃貸 405,400 千葉県

8 2001年12月  ㈱青木建設  総合建設業 390,001 東京都

9 2008年9月  リーマン・ブラザーズ・コマーシャル・モーゲージ㈱  事業者金融 384,458 東京都

10 2008年9月  サンライズファイナンス㈱　　　　　  事業者金融 363,953 東京都

11 2005年11月  ㈱エー・シー・リアルエステート（旧商号：㈱フジタ）  不動産業 352,600 東京都

12 2000年7月  ㈱廣島そごう  百貨店経営 328,200 広島県

13 2003年2月  ㈱エスティティコーポレーション  ゴルフ会員権販売、リゾート運営 313,100 東京都

14 2003年3月  ジャパン石油開発㈱  油田開発 307,700 東京都

15 2000年4月  ㈱日貿信  金融業 289,900 東京都

16 2002年7月  大日本土木㈱  総合建設業 271,200 岐阜県

17 2008年8月  ㈱アーバンコーポレイション　　　　  不動産流動化事業 255,832 広島県

18 2003年10月  ㈱森本組  総合建設業 215,300 大阪府

19 2001年12月  ㈱壽屋  スーパーマーケット経営 212,632 熊本県

20 2000年7月  ㈱横浜そごう  百貨店経営 195,500 神奈川県

※ ㈱ＳＦＣＧは民事再生法申請後、破産に移行

所在地申請年月 企   業   名 業    種
負債額

（百万円）

年度 件数
対前年度
増減数

同増減率
（％）

2000 804 － － 

2001 1,019 215 26.7

2002 948 ▲ 71 ▲ 7.0

2003 864 ▲ 84 ▲ 8.9

2004 622 ▲ 242 ▲ 28.0

2005 606 ▲ 16 ▲ 2.6

2006 588 ▲ 18 ▲ 3.0

2007 712 124 21.1

2008 935 223 31.3

2009 656 ▲ 279 ▲ 29.8

累計 7,754
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3． 上場企業の申請動向  ― 再上場の確率、わずか 1％ 

過去 10 年間に民事再生法を申請した上場企業は、上場第 1号案件となった棒鋼メーカーの東洋

製鋼㈱（2000 年 4 月 14 日申請、東証 2部）から、複合カフェ経営の㈱アプレシオ（2009 年 6 月 5

日申請、名証セントレックス）までで累計 103 社にのぼった。 

 

 

103 社中、後に再上場を果たした企業は、配電盤・分電盤メーカーの川﨑電気㈱（現・㈱かわ

でん、2000 年 9 月 29 日申請、2004 年 11 月 25 日再上場）のみ。10 年間でわずか 1社（構成比 1.0％）

にとどまっており、事業再建の道は険しく、再生の成否を判断する 1つの指標となる再上場は「狭

き門」であることが分かった。 

 

 

一方、103 社のうち民事再生法申請後、破産に移行した企業は 9 社（構成比 8.7％）。先行き見

通し難から事業継続を断念する事例が大半を占めるが、第一家庭電器㈱（2002 年 4 月 16 日申請、

東証 1部）や日立精機㈱（2002 年 8 月 19 日申請、東証ほか 1部）などのように、一部の店舗や事

業を別会社に譲渡した後、旧会社を破産処理するケースも散見された。 

再生手続き終結後、再上場した１社

倒産年月 企業名 倒産時上場 業種 所在地 再上場年月
倒産から再上場

までの期間
再上場

した市場

1 2000年9月  川﨑電気㈱（現・㈱かわでん） 東証2部 配電盤・分電盤製造 山形県 2004年11月 約4年2ヵ月 JASDAQ

再上場 手続き終結 手続き中 会社更生法 破産

1社（1.0％） 62社（60.2％） 30社（29.1％） 1社（1.0％） 9社（8.7％）

※ （　　）内の数値は申請全体に占める割合

民事再生法を申請した上場企業
103社

民事再生法申請後、破産に移行した９社

申請年月 企業名
負債

（百万円）
業種 所在地 破産年月

申請から破産
までの期間

上場
（申請時）

1 2002年1月  ㈱ケイビー 20,490 冷凍食品卸・製造 東京都 2002年5月 約4ヵ月 JASDAQ

2 2002年4月  第一家庭電器㈱ 33,900 家電小売チェーン経営 東京都 2003年11月 約1年7ヵ月 東証1部

3 2002年8月  日立精機㈱ 50,400 工作機械製造 千葉県 2004年8月 約2年 東・大・名証1部

4 2003年7月  日本コーリン㈱ 19,378 医療機器製造 愛知県 2004年9月 約1年2ヵ月 JASDAQ

5 2006年4月  ㈱アドテックス 14,045 コンピュータ関連製品製造・販売 東京都 2007年1月 約9ヵ月 大証ヘラクレス

6 2007年10月  ㈱クインランド 20,300 中古車販売、ＩＴシステム開発 兵庫県 2007年10月 1ヵ月弱 大証ヘラクレス

7 2008年3月  ㈱レイコフ 27,600  持ち株会社（不動産業） 大阪府 2008年6月 約3ヵ月 大証ヘラクレス

8 2009年1月  エス・イー・エス㈱ 14,273 半導体洗浄装置製造 東京都 2009年5月 約4ヵ月 JASDAQ

9 2009年2月  ㈱ＳＦＣＧ 550,000 事業者金融 東京都 2009年4月 約2ヵ月 東証1部
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4． 再生手続きの経過状況  ― 1700 社超、全体の 4 社に 1 社が再生手続き廃止へ 

  

  

過去 10 年間の再生手続きの経過状況をみると、民事再生法を申請した 7754 件のうち、再生計

画の認可決定を受けたものが 5394 件判明し、全体の 69.6％に達した。このうち、裁判所から再生

手続き終結決定が下りたものは 3365 件あり、全体の 43.4％がすでに手続きを終えていることが分

かった。 

他方、認可決定前に取り下げ・棄却・廃止となった企業が 1168 件あるほか、認可決定後、終結

決定前に手続き廃止となった企業が 579 件あった。少なくともこれらの 1747 件（構成比 22.5％）、

全体の約 4 社に 1 社は、再建途上で事業継続を断念しており、大半がすでに破産手続きに移行し

ている。最近でも、「MICADO」ブランドで有名なシステムキッチンメーカー、㈱ミカドなど 4社（大

阪府）は 2009 年 12 月の民事再生法申請から 3ヵ月後の 2010 年 3 月 4日、大阪地裁から再生手続

き廃止決定を受け、31 日に破産手続き開始決定を受けている。 

また、終結決定を受けたとしても、あくまで「法律上の事件終了」を意味するにとどまり、イコール

「再建完了」とはならない。監督委員が選任される多くの通常事件では、認可決定から 3 年が経

過すると、債務弁済の途中でも裁判所から終結決定がほぼ自動的に下りる運用となっている。このため、

終結後、数年内に経営に行き詰まり、「再倒産」に至るケースも散見される。近年では、2001 年 3 月に民

事再生法を申請した貨物自動車運送のフットワークエクスプレス北海道㈱（北海道）は、2002 年 10 月の

認可決定から 3 年後の 2005 年 10 月には再生手続き終結決定を受けていたが、その後の受注低迷

と燃料高の影響から資金繰りに行き詰まり、2009年2月23日に自己破産申請に追い込まれている。 

 

 

 

 

申請 認可 終結 

7,754件 5,394件 （69.6%） 3,365件 （43.4%）

取り下げ・棄却・廃止 認可後廃止

1,168件 （15.1%） 579件 （7.5%）

※ 上記再生手続きの経過状況は、2010年3月31日時点の官報等で判断した

※ （　　）内の数値は申請全体に占める割合
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5． 業種別  ― 「製造業」が 21.3％でトップ 

業種別では、｢製造業｣（1655 件、構成比 21.3％）が最も多

く、｢サービス業｣（1627 件、同 21.0％）、｢建設業｣（1557 件、

同 20.1％）が続いた。サービス業の内訳をみると、｢ゴルフ場

経営｣（423 件、同 5.5％）、「旅館・ホテル」（212 件、同 2.7％）、

「パチンコ店経営」（121 件、同 1.6％）などが目立つ。 

これに対し、2009年度の倒産全体の業種別構成比をみると、

「建設業」（25.8％）、「サービス業」（18.2％）、「小売業」

（16.5％）、「製造業」（15.6％）の順。このように、民事再生

法は「製造業」の比率が相対的に高い。これは、一定の技術と

顧客基盤をもつメーカーは事業価値が早期に劣化しづらく、他

業種に比べ再生計画を立てやすい点が背景にあると見られる。 

 

 

6． 負債規模別  ― 4 割が「負債 5 億円未満」 

負債規模別では、「負債5億円未満」が3148件で最も多く、

全体の 40.6％を占めており、中小企業の申請が中心である

ことが分かる。次いで、「負債 10 億円以上 50 億円未満」

（2133 件、構成比 27.5％）、「負債 5億円以上 10 億円未満」

（1292 件、同 16.7％）の順となった。 

他方、負債 1000 億円以上の超大型倒産は 46 件（構成比

0.6％）を数えたものの、全体では 1％にも満たない。この

ように、民事再生法は中小企業の申請が中心ながらも、負債

規模の大小を問わず、幅広く活用されていることが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負債規模 件数 構成比

500億円以上
　　1000億円未満

100億円以上
　　500億円未満

50億円以上
　100億円未満

10億円以上
　　50億円未満

5億円以上
　　10億円未満

合　　計 7,754 100.0%

5億円未満 3,148 40.6%

1,292 16.7%

2,133 27.5%

493 6.4%

579 7.5%

63 0.8%

1000億円以上 46 0.6%

件数 構成比

1,557 20.1%

1,655 21.3%

1,062 13.7%

1,134 14.6%

292 3.8%

ゴルフ場経営 423 5.5%

パチンコ店経営 121 1.6%

病院･診療所 98 1.3%

旅館･ホテル 212 2.7%

その他 773 10.0%

1,627 21.0%

308 4.0%

119 1.5%

7,754 100.0%合  計

小売業

運輸･通信業

サービス業計

不動産業

製造業

卸売業

その他

建設業

業種
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7． まとめ  
民事再生法は、今から 10 年前の 2000 年 4 月 1 日に施行された。当時、社会問題化していた金

融機関の不良債権問題を背景に、米国の連邦倒産法第 11 章（チャプターイレブン）を参考に制定

された。同法の主な特徴は、①手続きの迅速化、②計画案の可決要件の緩和、③経営者の留任（Ｄ

ＩＰ制）など。今ではすっかり定着した感のある“早期申請、早期再生”を基本理念に、それま

でよりも債務者企業にとって、より使い勝手の良い制度に改め、企業の再建を強力に後押しした。 

その後の 10 年間で民事再生法の申請は累計 7754 件に達した。全体の 4 社に 1 社が破産に移行

しているように、すべての企業が再建を果たしているわけではないが、この間に行われた会社更

生法の全面改正（2003 年 4 月）や近年の更生法で顕著な「運用面の柔軟化」にも大きな影響を与

えるなど、民事再生法は今や再建型法的整理手続きのスタンダードとしての地位を確立したとい

ってよい。今後も企業規模の大小、業種を問わず、多くの企業で活用されていくに違いない。 

 

 

【 参考 】  民事再生法と会社更生法の主な相違点  

当レポートの著作権は株式会社帝国データバンクに帰属します。 

当レポートはプレスリリース用資料として作成しております。報道目的以外の利用につきましては、著作権法の範囲内で

ご利用いただき、私的利用を超えた複製および無断引用を固く禁じます。 

【 内容に関する問い合わせ先 】 

（株）帝国データバンク  本社 産業調査部  内藤、加藤 

 TEL 03-5775-3073  FAX 03-5775-3169 

e-mail osamu.naitou@mail.tdb.co.jp 

適用対象 法人、個人を問わず限定なし （主に中小企業向け） 株式会社のみ （主に大企業向け）

経営者 原則、経営者は留任
原則、経営者は交代
（一定の要件を満たせば留任も可能＝“DIP型”）

担保権の取り扱い
法手続き外で権利を行使し、
優先的に回収できる

法手続きに取り込まれ、減免の対象となり
担保権の実行も全面的に制約される

計画案の可決要件
出席再生債権者等の過半数＋
債権総額の1/2以上の同意

更生債権総額の1/2超の同意＋
更生担保債権総額の3/4以上の同意（権利の減免）＋
株主議決権総数の過半数の同意

営業譲渡
原則、株主総会の特別決議が必要
債務超過の場合のみ裁判所の許可で営業譲渡可能

株主総会の特別決議は不要
更生計画の中で営業譲渡可能

 会社更生法民事再生法



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Right
  /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
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


