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ごあいさつ

環境に配慮した事業活動に努めています

取締役社長
　多　木　　隆　元

　多木化学グループは、「自然と環境を守り、確かな価値の創造を
通じて豊かな社会の実現に貢献します」との理念のもと、快適な環
境の創造や環境保全活動に取り組んでおります。

　当社は、1978年に兵庫県・加古川市・播磨町と公害防止協定を結
び、大気汚染・水質汚濁等について防止活動を進めてまいりました。
大気汚染の削減をめざした重油から都市ガスへの燃料転換は、硫黄
酸化物（SOx）や窒素酸化物（NOx）の排出量を大幅に削減すると
ともに温暖化ガスである炭酸ガスの排出削減にもつながりました。
　省エネルギーや省資源活動では、生産量あたりのエネルギー使用
量を表す「エネルギー原単位」の低減、廃プラスチックの分別再利
用等に供することで、環境への負荷の低減に効果をあげております。
　また、当社は環境への溶出を抑えた被覆肥料や、上下水道をはじ
め産業の用排水処理に使用される水処理薬剤の製造販売等、環境に
配慮した事業活動を推進いたしております。

　このように多木化学グループでは、2003年に本社工場で認証を
取得しました環境マネジメントシステムISO14001を基本に、今後
とも積極的に地域・地球環境の保全活動を行い持続可能な循環型社
会の形成に努めてまいります。
　環境に配慮した当社の事業活動に、ご理解を賜りますようお願い
申し上げます。

2016年11月　
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本報告書は、2015年度の多木化学グループ及び多木化学本社工場の環境・社会活動について報告
するものです

2015年度（2015年4月～ 2016年3月）　※売上高は、2015年1月～ 12月（連結）
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●本社工場（兵庫県播磨町）

●九州工場（北九州市）
●千葉工場（市原市）

多木化学グループの事業内容

多木化学株式会社
別府鉄道株式会社

多木化学株式会社

多木化学株式会社・多木物産株式会社
大成肥料株式会社・東西肥料株式会社

多木商事株式会社・多木物流株式会社

多木建材株式会社

しき島商事株式会社
アグリ事業

化学品事業

化学肥料のパイオニアとして信頼ある
製品と技術サービスを提供しています

工業に、暮らしに、環境に、幅広い
製品を提供しています

売上高に占める事業別割合（2015年度）

アグリ事業

石油事業

不動産事業
運輸事業

グループ連結売上高

10.0%

9.1%

4.9%
9.4%

28.2%

38.4%
化学品事業

建材事業

332 332

14年 15年13年11年 12年

不動産事業

石油事業

建材事業

運輸事業

ショッピングセンターは地域社会の
活性化に貢献しています

地域社会に根ざした営みに
努めています

安全で快適な住空間を創り
豊かな未来に貢献しています

エネルギー効率の良い安全かつ
迅速な輸送を提供しています

会社概要
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　多木化学株式会社本社工場並びに多木建材株式会社は、環境にやさしい
肥料・水処理剤・機能性材料・石膏ボードの製造を通じて自然と環境を守
り、社会との調和を大切にする事業活動を維持し、地球環境の保全に貢献
します。

１．事業活動のあらゆる面で、環境影響の把握と環境負荷の低減を重視し、
環境改善への取組を推進します。

２．省エネルギー・省資源、廃棄物の削減およびその他の環境負荷低減の
ため、継続的な改善と汚染の予防に努めます。

３．環境関連法律・規制・協定、同意するその他要求事項を順守します。

４．環境目的・目標を定め、実施し、定期的な見直しを行います。

５．廃棄物の処理・再生に努め、循環型社会の形成に貢献します。

６．地域の環境保全に努め、地域社会との調和に努めます。

７．全従業員が環境方針を理解し、環境に関する意識向上のため、環境に
関する教育・啓蒙を行います。

８．この環境方針は求めに応じて社外に提供します。

多 木 化 学 株 式 会 社
常務取締役　安　東　　　誠

制　定：２００３年４月１日
改　定：２００６年４月１日

多木化学グループは
創業者精神に則り
自然と環境を守り
確かな価値の創造を通じて
豊かな社会の実現に貢献します

多木化学グループ理念

環境方針

基本方針

基本理念
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SOx 排出量の推移

COD負荷量の推移

SS負荷量の推移

NOx 排出量の推移

　　　        

SOxについては、大幅に削減できています。
現在では、年１～2トン程度になっています。

NOx 窒素酸化物のことで、燃料を燃焼させるときに発生します。
SOx 硫黄酸化物のことで、燃料を燃焼させるときに発生します。
COD “Chemical Oxygen Demand” の略で、水質汚濁の程度を

示す指標。化学的酸素要求量とも呼ばれます。
SS 水中で浮遊している物質の量をあらわします。 

水質汚濁物質の削減

環境保全協定値：　84.0t/年・6.8N㎥/時
　　　　　　　　　※本社工場及び多木建材の合計データ

環境保全協定値：　最大 101㎏/日　※本社工場データ

環境保全協定値：　最大　354㎏/日　※本社工場データ

t/年
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■ 窒素（Ｎ）総量規制への対応

　本社工場の立地する瀬戸内海地域では、
2002年から窒素と燐の総量規制がスタートし
ました。当社では窒素除去設備を設置して、対
応しています。

環境保全にむけた取り組み

大気汚染物質の削減

　多木化学では、生産拠点３工場から一日あた
り約7千㎥の排水を排出しています。このうち
本社工場排出分が98％を占めています。右の
図は、代表的な水質汚濁物質であるCODとSS
の日間負荷量の最大値と平均値の推移です。

　本社工場では、燃焼系設備を対象に90年代
後半から、使用燃料を重油から都市ガスへと転
換してきました。その結果、排出するNOx、SOx
量も段階的に削減できています。
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２０15年度 本社工場における主な廃棄物の内訳

廃棄物の削減

廃酸 

廃プラ 木屑

　今後もひきつづき、発生量を抑えつつ、再
利用を進めます。

排水処理汚泥

３RとはReduce（リデュース：廃棄物の発生抑制）、
Reuse（リユース：再使用）、Recycle（リサイクル：
再生利用）の３つの英語の頭文字をとったものです。

RPFとはRefuse Paper＆ Plastic Fuel の略称であり主に産業
系廃棄物のうち、マテリアルリサイクルが困難な古紙及びプ
ラスチックを原料とした高カロリーの固形燃料です。

2011 2012 2013 2014 2015

（千ｔ）
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再資源化率％

廃棄物発生量
最終処分量
再資源化率

　多木建材では、建築現場で発生する石膏ボードの
端材を廃棄物として受け入れし、再製品化しています。
2015年度は、7,300トンの端材を再生利用しま
した。

　多木化学グループでは、循環型社会の実現に向け
て廃棄物に関しての3Ｒに取り組んでいます。
2015年度に本社工場で発生した廃棄物総量は
7,713トンでした。過去5年間の発生量と再資源化
率は以下のようになっています。

■ 建築端材の再生利用

　使用済み包装資材をできる限り再利用し有効活用
しています。

■ 包装資材の再利用

　原材料の解袋等で発生するプラスチック等の廃棄
物はRPF処理及び燃焼助剤に供することで再資源
化しています。
2015年度のプラスチツク類の再資源化量は50ト
ンでした。

■ 包装材料のＲＰＦ化
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■ 二酸化炭素排出量の低減

　物流部門では、これまで輸送の主体であった
トラックから、JR貨物や船舶へと切り替えを進
めています。2015年度の全輸送量に占めるJR
コンテナ、船舶便の割合は7％でした。今後も
引き続き、荷主として環境負荷の低減に努めま
す。 

■ 物流のモーダルシフト

二酸化炭素排出量の推移

■ ガスコージェネレーションシステム

　ガスエンジン発電機で電力を得るとともに、
排熱を蒸気として回収して有効利用するシステ
ムです。本社工場における電力の約40％をま
かなっており節電対策にも有効な手段となって
います。

※本社工場データ
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　本社工場では、燃焼系設備について重油から
ガスへの転換を順次進めてきました。
その結果2015年度では、二酸化炭素を京都議
定書の基準年度である1990年レベルに対し
て、約40％低減できています。
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　肥料製造工程から発生する乾燥排ガス中の悪
臭物質を燃焼処理する設備です。2009年9月
に、従来の直接燃焼方式から省エネ効果の大き
い蓄熱燃焼方式に、設備を更新しました。脱臭
効率は維持しつつ、消費エネルギーは70％削
減可能となり、これは本社工場で使用する全エ
ネルギーの、4.0％、二酸化炭素の4.0％削減
に相当します。 

■ 蓄熱式燃焼脱臭設備

■ その他の省エネルギー事例

　本社工場では、生産量あたりのエネルギー使
用量を低減させる取り組みを行なっています。 

■ エネルギー原単位の低減

エネルギー原単位の推移

「電気設備におけるインバーター化の推進」

「排熱の有効利用によるエネルギーの削減」

「省エネルギー活動」

運転に必要な能力を見直し、ポンプ、ファン等にインバーター設置し、電力の削減に努めています。

排熱（未利用熱）の有効利用を検討し、エネルギーの削減を図っています。

ISO14001と連携し、省エネルギー活動を計画的に推進しています。

※本社工場データ
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環境保全にむけた取り組み

省エネルギーの推進

エネルギー原単位とは、単位量の製品を生産するのに必
要な電力・熱（燃料）などのエネルギー消費量を、原油
換算して「ℓ/ｔ」で表します。省エネルギーの進捗状
況をみる指標として使用されています。
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（2015年4月～2016年3月） 　　　　　　　　
PRTR法
指定番号 化学物質名 使用量 大　気

排出量
水　域
排出量

土　壌
排出量 移動量

排出・移動量

総排出量
222.8kg

移動量
20,509.7kg

大気排出量
220.6kg

水域排出量
2.2kg

土壌排出量
0.0kg

2

71

87

127

186

374

392

405

407

412

アクリルアミド

塩化第二鉄

クロム及び３価クロム化合物

クロロホルム

ジクロロメタン

フッ化水素及びその水溶性塩

ノルマルヘキサン

ほう素化合物

ポリオキシエチレンアルキルエーテル

マンガン及びその化合物

25,854

38,613

14,578

15,175

1,280

385,874

4,213

8,587

2,810

7,060

504,044

0.0

0.0

0.0

39.2

165.3

5.2

10.9

0.0

0.0

0.0

220.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.2

2.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

15,135.8

1,114.7

0.0

4,202.1

1.9

0.0

53.2

20,509.7合　計

100％換算値　単位：㎏

2015年度 PRTR法届出対象物質（年間取り扱い数量１トン以上のもの）

2015年度　PRTR対象物質の排出・移動量

　PRTR法（正式名：化学物質排出把握管理促
進法）対象物質については、適正な管理をおこ
なっています。2015年度の取り扱い対象物質
は、10物質で環境への排出量は222.8㎏でした。

■ ＰＲＴＲ法対象物質

化学物質排出量の削減
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2012年 高効率ボイラー導入 2016年 廃液濃縮設備導入2010年 高効率変圧器導入

環境保全にむけた取り組み

資源の有効利用・設備投資

　多木建材では、火力発電所から発生する副生
石膏を製品原料として、活用しています。

■ 副生品の活用

　 紙類、文具類、作業服等のリサイクル品購入、
プリンターインクカートリッジ本体のリユース
品活用など環境に優しい商品の購入に取り組ん
でいます。 

■ グリーン購入

　設備の維持、更新はもちろん環境面を考慮し
た新設備の導入を図ってきました。
ひきつづき、環境面に配慮した設備投資を進め
ていきます。

■ 設備投資
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廃酸排出量の削減　廃プラスチック量の削減

エネルギー原単位対前年1％削減

環境配慮設計の推進　工場周辺地域の清掃活動

BＳＩ マネジメントシステムジャパン株式会社
初回登録日　２００３年９月１１日
登録番号　ＥＪ００４５８

審査機関

環境
側面

環境管理事務局

環境管理
責 任 者

環境安全品質部

肥 料 製 造 部

化学品製造部

技 　 術 　 部

エンジニアリング部

資 　 材 　 部

物 　 流 　 部

多　木　建　材

研 　 究 　 所

内部監査員会

環境管理委員会

環境最高
責 任 者

水・大気・
廃棄物

省エネ

プラス影響

法規制

公害防止管理者

廃棄物

省エネ

プラス
影響

主
な
取
り
組
み
事
例

　本社工場では2003年9月に、ISO14001の
認証を取得して以来､環境負荷の低減や環境影
響の改善に取り組んでいます。 

■ ISO14001認証取得

　環境マネジメントシステムの一環として、部
門の代表者からなる環境管理委員会を設置し、
法令順守をはじめとする諸課題の達成状況を監
視しています。

■ 環境管理体制

　事業活動に伴う環境側面について明確化し、
目標を定めて取り組んでいます。
2015年度は、49のテーマを推進しました。

■ 目的・目標

環境マネジメントシステム
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　本社工場では環境に配慮した企業活動をすす
めるため、全従業員に対して教育を実施し、環
境意識の啓発に努めています。

■ 教育・訓練の実施 

教育訓練・社会貢献

環境教育

■ 地域社会との連携

　緊急事態を想定した訓練を定期的に実施して
います。

　地元自治会や漁協組合、他各種団体、そして
近隣企業と定期的にコミュニケーションをと
り、連携に努めています。

緊急事態を想定した訓練

　本社工場では、地元学生を受け入れて職場体
験をしてもらっています。 

インターンシップ

■ 社会貢献活動

　企業防犯協会や、ライオンズクラブ等の活動
を通じて各種社会貢献活動に参加しています。

　本社及び本社工場周辺地域での美化活動を実
施しています。

周辺地域の美化活動

職場体験をした地元高校生

放水訓練
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水　（２,８０７千㎥）

電　　力

都市ガス

軽　　油

灯　　油

24,470MWh

15,281千N㎥ 

158kL

317kL

26千㎥

1,157千㎥

400千㎥

1,224千㎥

研究・開発 調　達 製　造

原油換算エネルギー　（２１,６１６ｋL)

INPUT

上  水

工業用水

地 下 水

海  水

※２０１4年４月～２０１5年３月環境フローチャート

　私達多木化学グループは、資材調達から製品出荷に至る事業活動に伴い、投入される資源量や環境への排
出量が、与える影響の把握に努めています。ここに示す数値は、2015年度における本社工場・千葉工場・
九州工場・多木建材の全体像です。

環境フローチャート ※２０１５年４月～２０１６年３月
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大気へ

廃棄物

水域へ

検　査 梱包・積込み

製品出荷

肥　料

化学品

 石膏ボード

251t

OUTPUT

最終処分量
（埋立・焼却）

排 水

COD

SS

N

P

2,390千㎥

9.9t

10.6t

8.1t

0.3t

CO2

NOx

41.2千tーCO2

27.6t
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有機質肥料

光触媒による壁面の防汚例
（左側が光触媒施工面）

被覆肥料 ペースト肥料

■ アグリ関連製品

環境関連製品のご紹介

　環境保全型農業に対応して、環境への肥料成
分の溶出を少なくした有機質肥料、被覆肥料、
ペースト肥料を販売しています。

■ 水処理薬剤

　1962年、世界で初めて開発した水処理薬剤
ポリ塩化アルミニウムは、全国の浄水場などで
使用されています。 
ポリ塩化アルミニウム以外にも有機高分子凝集
剤、殺菌・消毒剤等さまざまな製品を用意して
います。

水処理薬剤ポリ塩化アルミニウムの添加量を変化
させて汚水（右から２番目）の浄化度を確認する
試験の様子です。

■ 機能性材料

　光があたることで有害物質を分解したり、抗
菌性を発現する光触媒材料を開発しています。
空気清浄機や外壁材など、身の回りの製品にも
利用されつつあります。
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■ 環境保全協定

地域との共生・植林活動

　多木化学は、兵庫県、加古川市及び播磨町と
環境保全協定を結び、環境に配慮した事業活動
を進めています。

■ 各種団体活動への参加

　各種団体活動で得た他社事例を参考に、環境
保全活動を進めています。

■ 地域への貢献

　不動産事業を通じて、本社周辺地域の活性化を目指していきます。

■ 植林活動

　自然豊かな、北海道虻田郡に所有する土地
15ha余りのうち、7haで赤蝦夷松（あかえぞ
まつ）の植林を2002年4月からおこなってい
ます。
2002年に植えた苗木約14,000本は、北海道
ようてい森林組合様の管理下で順調に生育して
います。 
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多木化学株式会社 発行日2016年11月

〒675-0145
兵庫県加古郡播磨町宮西３４６番地
多木化学株式会社　環境安全品質部
TEL （079）436－0222　ＦＡＸ （０７９）４３７－９１３８
http://www.takichem.co.jp/

本報告書に関するお問い合わせ先



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /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 false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 144
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 144
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /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 false
  /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 <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /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.)
    /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>
    /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


