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� はじめに

近年，ホームセンター業界の売上は日々大きく変化し
ている．売上は，その店舗を取り巻く競合店や周囲の人
口などに影響を受けている．現在あるホームセンターで
は，新規店舗を出店する際や競合店の出店による売上予
測を，担当部署・担当者が経験則に基づいて行っている．
本研究では，その不確定な予測を改善するために，新
規店舗の売上や競合店が出店した場合の売上を統計的な
根拠を元に予測することを目的としている．また，各店
舗を自店情報・商圏情報・競合店情報に基づいてグルー
プ化する．これらの情報については後述する．さらに小
分類別売上データや商圏情報に基づいたグループ化も行
い，色々な側面からみた各店舗の特徴付けを行った．

� データについて

��� 各店舗のデータについて

店舗の数は ���店舗である．それぞれの店舗は，��個
の変数を持つ．売上実績以外の �	変数は，自店情報・商
圏情報・競合店情報に分けられる．
これらのデータは全て ����年度のものである．ここで
いう ����年度とは，����年 �月 �日～���
年 �月 �日
のことである．

��� 商品分類について

商品は約 ��万種類ほど存在する．それらは一般食品部
門や園芸部門，ペット用品などの ��種類の部門に分かれ
ている．さらに，その中に約 ��種類の中分類，約 ���種
類の小分類と呼ばれるグループが存在する．各部門と各
小分類の売上のデータも使用する．

� 分析方法

��� 売上予測モデルの作成

全体売上予測モデルの作成には，重回帰分析を用いる．
全体売上モデルの作成方法と同様に，重回帰分析を用い
て ��部門それぞれについて売上予測モデルを作成する．

��� 店舗のグループ化

店舗のグループ化は �種類の方法で行う．�つ目は，重
回帰分析の結果から取り出した影響指標を用いる方法で
ある．クラスター分析によって店舗をグループに分け，各
グループの意味付けを行う．�つ目は，小分類別売データ
を用いる方法である．クラスター分析によって店舗をグ
ループに分け，主成分分析も行って意味付けを行う．�つ
目は，商圏情報を用いる方法である．クラスター分析に
よって店舗をグループに分け，主成分分析や数量化 ���類
を用いて意味付けを行う．

� 全体売上予測モデル

��� 運行時間優先・面積優先の全体売上予測モデル

����� 重回帰分析

代表競合店の選び方には，自店からの運行時間が短い
店舗を代表競合店とする運行時間優先と，より売り場面
積が大きい競合店を代表競合店とする面積優先の �通り
がある．それぞれ ���店舗・��変数のデータを用いて重
回帰分析を行う．売上実績を目的変数とし，それ以外の
�	変数を説明変数とする．自由度調整済み決定係数 �以
下���とするは，運行時間優先では ������となり，面積
優先では ������となった．次に���基準で変数選択を行
う．このとき，ステップワイズ法 �減増法を用いる．そ
して，残った変数は共に同じく，����日，売り場面積，
人口総数 ��分，人口 	�歳以上割合，第 �次産業就業者
割合，他社競合店からの距離，他社競合店面積和，自社
競合店の����，自社競合店売り場面積，自社競合店面
積和の ��変数となった．���は運行時間優先では ����
�

となり，面積優先では ������となった．

����� 回帰診断

運行時間優先の変数選択後の全体売上予測モデルにつ
いて，回帰診断を行った．等分散性・独立性・正規性・外
れ値のチェックを行うと，�	�番店，��
番店，�	
番店
の �店舗の残差が大きいので，これらの店舗が外れ値と
考えられる．また，����の距離が ���を超えていないの
で，異常な値と言い切ることはできない．ホームセンター
と協議した結果，ホームセンター側の意向を含め，外れ
値とみなさないこととした．
また，偏回帰プロット図・偏残差プロット図についても
問題は見られなかった．
面積優先の変数選択後の全体売上予測モデルについて
も同様に回帰診断を行った結果，モデルが妥当であるこ
とが確認できた ���．

��� 競合店を合わせた場合の全体売上予測モデル

運行時間優先・面積優先で異なっていた代表他社競合店
を一致させることを考える．この時，各解析結果の残差
を比べ，より残差が小さい方の店舗を代表競合店として
採用する．それらの競合店は，ホームセンターがより強
力な競合店と考えている店舗と一致した．重回帰分析を
行った結果得られた，変数選択後のモデルを表 �に示す．
このモデルは現在考えられる最良のモデルであり，���は
������となった．この ��� は，昨年度の研究 ���で得ら
れた最良の予測モデルの ��� より，�����
ポイント上昇
している．得られた回帰モデルで回帰診断を行った結果，
特に問題はなかった．



表 � 競合店を合わせた場合の全体売上予測モデル
変数　 回帰係数 �値
切片 ��
�	���� �����
�� �

����日 �
	�� �����
�� �

売り場面積 �	���� � ����	 ���

人口総数 ��分 ���
 ���
���� ���

人口 	�歳以上割合 ��	���
�� ��������

第 �次産業就業者割合 �
��	��� �������


他社競合店からの距離 �
�	���� ����	

� ��

他社競合店面積和 ���
�
 �������� ���

自社競合店の���� ������ �������� ��

自社競合店売り場面積 ����� ������	
 �

自社競合店面積和 ����

 �������� ���

予測値にマイナスの値がみられたため，�� の ��� ���

変換を試みた．パラメータ � の �� ! 信頼区間を求める
と ��� � � � ���で � " � は含まれていないがマイナス
の予測値をなくすために #�$変換を行った．そして，マ
イナスの予測値をなくすことができた．

��� 部門別売上予測モデル

全体の売上予測モデルを作成したときと同じように重
回帰分析をかけ，変数選択を行い，各部門別の売上予測
モデルを作成した．たとえば売上構成比が �番高い部門
�では ��変数が残った．変数の数としては，全体の売上
予測モデルと変わらないが，残った変数が変わっている．
例えば，全体の売上モデルには，第 �次産業就業者割合
が残っているが，部門 �には，第 �次産業就業者割合は
なく，他社競合店舗総数が，変数として残っている．部
門によって，変数選択を行った後に残った変数は違って
いた．また，全体の売上モデルと同じ変数を用いて．部
門別の売上を予測してみたところ表 �のようになった．

表 � 部門別売上予測モデルと部門別で全体売上予測モデ
ルの変数を用いたモデルの各予測精度を比較（一部抜粋）
部門 　部門別予

測精度 �％

全体売上予
測精度 �％

予測精度差

部門 � 	���� 	
��� ��
�

部門 ��� 	���� 	���� �����

部門 
 	���� 	���� ����

部門 � ���	� ����� ����

部門 �
� 	���� 	���
 �����

部門 �� ����� ���
� ����

部門 �� ����� 	��
� ����

部門 � ����� ����	 ���


部門 ��� 		��� 		��� ����	

表 �の部門の横にある＊についてだが，＊がついてい
る部門は，部門別売上予測モデルの予測精度と全体売上
予測モデルの予測精度を比べたときに，全体売上予測モ
デルの予測精度の方が良いものである．
表 �より，部門別の変数を用いたときの売上予測モデ
ルと全体の売上予測モデルの ��� を比べると，どの部門
も大きな差はみられなかった，よって，各部門で予測モ

デルを作成するのではなく，全体の売上予測モデルの変
数選択結果を用いることができるとわかった．

� 影響指標による店舗グループ化

��� 影響指標について

次に，前節までに作成した全体売上予測モデルから影
響指標を算出した．影響指標とは，下の数式で算出した
数値のことである．

�� " �� % ���� % � � � % ����

%�������� % � � � % ����

%�������� % � � � % ���� ��

���� % � � �%���� が自店影響指標，�������� % � � �%

���� が商圏影響指標情報，�������� % � � � % ���� が競
合店影響指標であり，��に及ぼす影響の大きさを表すもの
である．そこで，これらを自店情報，商圏情報，競合店
情報の影響の大きさを表す指標として考えるとする．こ
れらの影響指標の偏差値を用いる方法と，相対的な影響
指標の偏差値を用いる方法の �通りで解析を行った．

��� 影響指標の偏差値を用いた解析

����� データについて

前小節で定義した影響指標を全体売上予測モデルから
部門別売上予測モデルに拡張し，部門別売上構成比が高
い ��部門の各々に対する店舗別の影響指標 �自店情報・
競合店情報・商圏情報を算出しそれぞれ偏差値を求めた．
解析に使用するデータは個体を店舗 ����店舗，変数を
全体売り上げに対する影響指標と各部門 ���部門の売上
に対する影響指標の ��変数として，解析を行う．
自店情報・商圏情報・競合店情報の影響指標の偏差値
について，それぞれ全体と各部門の売上に対する影響指
標の偏差値の相関係数を求めると，部門 ��の相関係数は
�����
と他の部門より低くなっていることがわかる．そ
れ以外の相関係数は自店情報・商圏情報・競合店情報の
全てにおいて ���を超えており，非常に相関が高い．
自店情報・商圏情報・競合店情報の影響指標の偏差値に
ついて主成分分析を行う．どの場合も第一主成分で累積
寄与率は ���を超える．また，各主成分の第 �主成分の
係数はほぼ等しく、各店舗が全体や各部門の売上に対し
て受けている影響の傾向は似ていることがわかる．
よって，全体の売上に対する影響指標の偏差値を用い
た場合の店舗のグループの分け方を，部門 ��以外の部門
にも適用できると考えることができる．

��� クラスター分析結果

�����で説明したデータを用いて，分散 �，平均 �に標
準化を行い，&'()法を用いてクラスター分析を行った．
	個の群に分け，図 �のような自店情報・商圏情報・競合
店情報の偏差値についてのプロット図を書いて意味付け
をした．また，図 �は，横軸が自店の影響指標，縦軸は，
商圏の影響指標である．第 �群は，「平均的に影響を受け
ている群」．第 �群は，「どの要因からも影響を受けてい
ないが，特に自店に影響を受けていない群」．第 �群は，



「商圏と競合店に大きく影響を受けているが，特に商圏に
影響を受けている群」．第 �群は，「自店に大きく影響を
受けている群」．第 �群は，「自店にやや影響を受けてい
る群」．第 	群は，「競合店にやや影響を受けている群」と
なる．

図 � 横軸：自店情報、縦軸：商圏情報

��� 相対的な影響指標の偏差値を用いた解析

相対的な影響指標である，店別の全体と各部門の売上
に対する影響指標を ��で割った比の偏差値を用いて分析
を行った．
全体売上や各部門の売上に対する自店情報・商圏情報・
競合店の影響指標の割合を見ると，偏差値が小さすぎた
り大きすぎる店舗がある．中には偏差値が �より小さい
店舗や，���より大きい店舗もある．また，自店情報割
合の影響指標の偏差値のデータは第 	主成分，商圏情報
割合の影響指標の偏差値のデータは第 �主成分，競合店
情報割合の偏差値のデータは第 �主成分で累積寄与率が
��
を超える．それでは説明がしづらく，データのばらつ
きも明らかになったため，相対的な影響指標は用いない
こととした．

� 小分類の主成分分析・クラスター分析

��� ���小分類の主成分分析・クラスター分析

小分類の中でも，売上構成比が高い，店舗別の ���小
分類の売上データを用いて主成分分析を行う．
第 �主成分で十分説明が可能であるが，第 �主成分ま
で意味付けを行う．
第 �主成分 �寄与率*��
���は，「���小分類の売上の総
合的な大小」を示す主成分，第 �主成分 �寄与率*����	�

累積寄与率*��

��は，「企業需要が高いか，一般家庭需
要が高い」かを示す主成分，第 �主成分 �寄与率*�����	

累積寄与率*������は，「マンションでの需要が高く季節
のない商品がよく売れるか，一軒家での需要が高く季節
商品がよく売れる」かを示す主成分である．
次に，分散 �，平均 �に標準化を行い，&'()法を用い
てクラスター分析を行った．その結果，�つのグループに
分けることができた．
そして，各主成分をプロットしたものをグループに分
けた �図中に円で示す．また，図 �は，横軸が第 �主成
分，縦軸が第 �主成分のプロット図である．

図 � 第 �主成分と第 �主成分のプロット図

以上の結果より，以下のように意味付けをすることが
できる．第 �群は，「全体的に売上が小さい群」，第 �群
は，「全体的に売上がやや小さい群」，第 �群は，「売上の
大きさと各需要の高さが平均的な群」，第 �群は，「全体
的に売上が大きい群」，第 �群は，「売上が大きめで，一
般家庭需要が高い群」となる．
第 �群には店舗番目 ���番代の特別に小さな売り場形
態で営業している店舗が多く，実際売上も小さくなって
いる．また，第 �群には北陸地方の店舗が多い．

��� �	小分類の主成分分析・クラスター分析

次に，売上構成比の高い �
小分類に絞って解析を行う．
���分類と同じように，解析を行うと以下のような結果
になった．主成分分析を行った結果，第 �主成分で十分
説明が可能であるが，第 �主成分まで意味付けを行う．
よって，第 �主成分 �寄与率*��
��	は，「総合効果によ
り全体的に売り上げが低い」主成分となる．第 �主成分
�寄与率*�����
 累積寄与率*��

��は，「企業需要が高い
か，一般家庭需要が高い」という主成分となる．第 �主
成分 �寄与率*�����
 累積寄与率*������は，「一軒家の需
要が高く季節商品がよく売れるか，マンションでの需要
が高く季節性のない商品がよく売れる」という主成分と
なる．
次に，クラスター分析を行う．その結果，第 �群は，「全
体的に売上が小さい群」，第 �群は，「全体的に売上がや
や小さく，やや一軒家の需要が高い群」，第 �群は，「売上
がやや大きく，一般家庭需要が高い群」，第 �群は，「売上
の大きさ，各需要の高さが平均的な群」，第 �群は，「全
体的に売上が高い群」となる．

���小分類で分析を行った場合と同じく，第 �群には
���番台の小型店が多く，実際売上も小さくなっている．
また，第 � 群には東北地方の店舗が多い．この傾向は，
���小分類で分析を行った場合よりも強く表れている．

� 商圏情報による店舗グループ化


�� 主成分分析・クラスター分析による店舗グループ化


���� データについて

売上予測モデルを作成する際の商圏情報には，田舎都
会フラグ �，田舎都会フラグ �，道路面数，各店舗からの
�分以内・��分以内・��分以内の人口総数，各店舗の商
圏内の ��歳未満・��～	�歳・	�歳以上の各人口割合，第



�次・第 �次・第 �次の各産業の就業者割合の ��変数が
あった．しかしここでは，質的なデータである田舎都会
フラグと道路面数を抜いた ��変数を用いて主成分分析・
クラスター分析を行う．


���� 分析結果

累積寄与率が ��
を超える第 �主成分までを考察する．
第 �主成分 �寄与率*����		は，「	�歳以上の人口割合が
高くて第 �次・第 �次産業が盛んか，店舗のまわりのに人
口が多くて ��～	�歳の人口割合が高く，第 �次産業が盛
んかの主成分」．第 �主成分 �寄与率*������，累積寄与率*

������は，「	�歳以上の人口割合が高いか，��歳未満・��

～	�歳の人口割合が高く第 �次産業が盛んかの主成分」．
第 �主成分は �寄与率*����	�，累積寄与率*��
�	�，「第 �

次産業が盛んか，そうではないかの主成分」である．
データを標準化をし，&'()法でクラスター分析を行っ
た．図 �は，第 �主成分と第�主成分のプロット図である．
クラスター分析で分けたグループを，図中に円で示す．

図 � 第 �主成分と第 �主成分のプロット図

主成分分析・クラスター分析による各群の意味付けを
した．第 �群は，「人口総数 ��分・��分が少なく，人口
��～	�歳割合が低くて 	�歳以上割合が高く，第 �次産
業就業者割合が高い群」．第 �群は，「人口 	�歳以上割合
が低く，人口 ��歳未満・��～	�歳割合が高く，第 �次産
業就業者割合が高い群」．第 �群は，「人口総数 �分・��

分・��分が多く，人口 ��～	�歳割合・第 �次産業就業者
割合が高く，第 �次産業就業者割合が低い群」．第 �群
は，「人口 	�歳以上割合が高く，人口 ��歳未満・��～	�

歳割合・第 �次産業就業者割合が低い群」．第 �群は，「人
口総数 �分・��分・��分が多めで，人口 ��～	�歳割合
が高く，第 �次産業就業者割合が高めの群」となる．


�� 数量化 ���類による店舗グループ化


���� データについて

数量化 ���類では主成分分析，クラスター分析とは異な
り，質的なデータを取り扱うことができる．量的なデー
タに関しては，少・中・多の３段階に分けて使用した．そ
れぞれ当てはまる店舗には �が，当てはまらない店舗に
は �が格納されている．��変数，���店舗のデータを使
用した．


���� 分析結果

累積寄与率が ��
を超えるのは第 ��固有値まで見た場
合である．しかしそれでは解釈がしづらい．そのため，寄

与率が第 �固有値と第 �固有値の間で大きく下がってい
ると見て，第 �固有値までについて考えるとする．第 �，
�軸の得点の散布図をプロットすると，各群円でくくった
図 �となる．

図 � 第 �・�軸の得点の散布図

クラスター分析で分けた店舗グループと同様のグルー
プで意味付けを行った．第 �群は，「	�歳以上の人口割合
が高く，��～	�歳の人口割合が低く，第１次産業就業者
が多く，道路面数が少ない群」．第 �群は，「��歳未満の
人口割合が高く，第 �次産業就業者が多く，第 �次産業
就業者が少ない群」．第 �群は，「店舗のまわりの人口が
多く，都会である群」．第 �群は「��歳未満の人口割合
が低く，	�歳以上の人口割合が平均的である群」．第 �

群は「店舗から �分から ��分圏内の人口総数は平均的で
あり，��～	�歳の割合が高く．田舎でも都会でもない地
域である群」である．
このように，クラスター分析と主成分分析による意味
付けと類似した意味付けを行うことができた．第 �群に
は ���番台の小型店が多い．第 �群は平均的な店舗が多
い．第 �群は名古屋市内の店舗が多い．第 �群は北陸の
店舗が多い．

� おわりに

本研究では，売上予測モデルの作成と店舗のグループ
化を行った．
全体売上予測モデルの予測精度は��� " ������であり，
昨年度の研究の結果より �����
ポイント上昇した．
また，予測精度を比較することにより，部門別の売上
を予測するには，全体の売上予測モデルでが可能である
と確認された．
店舗のグループ化に関しては，売上予測モデルから算
出した影響指標を用いる方法，���小分類と �
小分類の
小分類別の売上データを用いる方法，商圏情報のデータ
を用いる方法の � 種類の方法で結果を得ることができ，
今後のホームセンターの必要に応じて状況に見合ったグ
ループ分けを提案できる可能性を示すことができたと思
われる．

参考文献

��� 田中豊・垂水共之：+,-)�./版統計解析ハンドブック
多変量解析，共立出版株式会社，����

��� 大井俊二：あるホームセンターの売上分析，南山大学
数理情報学部数理科学科卒業論文，���




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /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 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 <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 [595.276 841.890]
>> setpagedevice


