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株主の皆様へ
第56期 第２四半期の業績

　当第２四半期（2012年４～９月）の住宅市場は、各種住宅

取得支援策の効果もあり、新設住宅着工戸数は底堅く推移

したものの、経済の不透明感から、本格的な回復には至りま

せんでした。

　このような状況のなか、当社は、パナソニックグループの

住宅会社として、「住生活産業No.１の環境革新企業」を目指

し、環境貢献と事業拡大が一体化する成長戦略を展開してま

いりました。

　商品展開では『Eco & Smart』をベースに商品力、バリ

エーションを強化してまいりました。さらに、パナソニックグ

ループで展開する「街まるごと事業」の一環として、全戸スマ

ートハウスを採用することにより、街全体で「ネットゼロエネ

ルギー」を実現する「パナホーム スマートシティ」を展開し、

環境性能の高い街づくりを進めてまいりました。

　経営成績につきましては、売上高、四半期純利益とも期初

予想を若干上回ることができました。売上高は、1,405億

7千3百万円（前年同期比1.5％減）となりました。利益につ

きましては、売上構成の変化等による粗利率の低下により、営

業利益は30億5千7百万円（前年同期比38.6％減）、経常利

益は29億4千6百万円（前年同期比41.8％減）、四半期純利

益は17億5千2百万円（前年同期比42.1％減）となりました。

　東日本大震災以降、住まいには耐震性に加えて、くらしの中

での省エネ、創エネへの取り組みや、家族の絆を育む空間提

今後の取り組みについて
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案が求められております。このような意識の変化に対処する

ため、スマートハウスの展開に加えて、女性目線のくらし提案

を展開してまいります。また、上期より本格的販売を開始しま

した「スマートシティ」を今後の成長事業の一つとして推進す

るとともに、マンション事業につきましても、都市再開発を中

心に「パークナード」のブランドで改めて強化してまいります。

　一方、販売力強化策としましては、「チーム営業」の定着を

図ってまいります。強い個が集まり、チームを組織でバックア

ップする組織的で地域に密着した営業活動への転換により、

生産性を高めてまいります。

　当社は、２０１３年に創業５０周年を迎えます。これを機に、パ

ナソニックグループのコミュニケーション戦略「Panasonic 

Smart Solutions」のイメージキャラクターである仲間由

紀恵さんを、当社におきましても新たに起用しました。グルー

プとして連携を高めるとともに女性の気持ちにしっかりと応

える住まいづくりに取り組み、パナホームブランドの新展開

を図ってまいります。

　これら成長戦略を着実に実践するとともに、経営の透明性

と健全性を確保し、企業価値向上に努めてまいります。

　なお、第５６期の第２四半期末配当につきましては安定配

当を継続し、１株当たり７円５０銭とさせていただきました。

　何卒、株主の皆様には、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を

賜りますようお願い申し上げます。
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いちばん  しあわ せなスマートへ 。

パナソニックグループ
だからできる

家まるごとの
エネルギー技術

パナホーム
だからできる

心豊かな
家族のくらし

3

パナホームは、パナソニックグループの先進技術と

家まるごとの取り組みでエネルギーを最適に活かす

くらしを追求しています。一方で､住まいの本質を見つめ、

人と人の絆を育む「心豊かな家族のくらし」を大切にしてきました。

先進と本質の追求で実現していく、次世代のスマートなくらし。

エコで快適な家と家をつなぐ､スマートな街づくりも広がっています。

お客さまの思いを受け止め、ご家族のくらしの夢や未来に続く

ご満足をかたちにするために。私達は「いちばん しあわせなスマート」を

お客さまとともにつくり上げていきます。
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4

太陽光発電を搭載した総タイル仕上げの洗練された外観。
自然を生かすスマートなくらしを象徴します。

スマートハウス

「スマートHEMS」で、かしこく節電。
エコで快適なくらしを一層向上させる
新しい「スマート・パナホーム」を発売。

●家全体のエネルギーをやりくりして
　快適にくらせる「スマートＨＥＭＳ」。

●光、風、地熱など自然の恵みを生かして、
　心地いいくらしを実現。

高まる環境や省エネへのニーズに応え、パナソ
ニックグループならではの先進エネルギー技術
を結集した住まい「スマート・パナホーム」を新
発売。電気を「創る」「蓄える」「使う」技術で家全
体のエネルギーをコントロールし、エネルギー
を見える化し制御する「スマートＨＥＭＳ」で、
無理のない節電をサポート。心地よくくらしな
がらエコに貢献できる、スマートな住まいをご
提案します。

［スマート・パナホーム］
Smart PanaHome

パナソニックグループならではのエネルギー技術を活かした
先進の住まいづくりで、「スマートなくらし」の実現をめざします。

電気をたっぷり蓄える、
「蓄電池ユニット」

エネルギーをかしこくつなぐ、
「パワーステーション」

※「スマートHEMS」（登録出願中）、「パワーステーション」は、パナソニックグループの商標です。

熱効率が高い
「IHクッキングヒーター」

電気自動車を手軽に充電できる、
「EV充電用屋外コンセント」

ヒートポンプ式の
電気温水器「エコキュート」

省エネで長寿命の
「LED照明」

家全体のエネルギーを
トータルでマネジメントする
「スマートHEMS」

太陽の恵みで電気を創る、
「太陽光発電システム」

温度変化の少ない地熱を活用して、
省エネと快適性を向上。

日差しを生かす深い軒や
大開口が、四季を通して
快適な室内を演出。

開口の配置を工夫して、
心地よい風をデザイン。

エネルギーの
見える化
制御電気を

創る

電気を
蓄える

先進設備

電気をかしこく
使う

の活用地熱

の活用風の活用光

ヘ ム ス

Topics
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Topics

家族の絆を育む二世帯住宅、スマートシティの街づくりなど、
くらしの提案力を高め、これからの市場ニーズにお応えします。

エネルギーもしあわせも、家族で分かち合う、スマート二世帯住宅。

二世帯住宅

大家族を楽しみ、環境にも家計にも
やさしいスマートな二世帯住宅
「つどいえ（tｗｏ・do・ie）」新発売。

 “家族の絆”が見直され、高齢者の単独世帯
が増加する今、親子で家事や育児を協力しあえ
る二世帯同居が注目されています。当社は独自
のノウハウと生活者調査を踏まえ、これからの
時代にふさわしいスマート二世帯住宅「つどい
え」を発売。つどいえは、家族が楽しく集うオー
プンなＬＤＫ、気兼ねなく過ごせる書斎、独立
脱衣室など、ストレスフリーの空間を配置し、
大家族でもすっきりくらせる「家事楽」収納を
提案。先進のエネルギー技術でエコで経済的な
くらしを実現します。

二世帯の集いを育む「エアリー・オープンリビング」

ゆとりの空間と家事楽を提案する「シェア収納」

大家族を楽しむ
家族で集まる　孫を見守る

do
1

お互いを思いやる
それぞれの時間を尊重する

do
2

みんなで家事楽
家事や子育てを助け合う

do
3

二世帯同居を快適に
楽しむ3つのご提案

5

イメージ図
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パナホーム スマートシティ潮芦屋 モデルハウス

「パナホーム スマートシティ
潮芦屋」のモデルハウスが、
LCCM住宅認定を取得。　
ＬＣＣＭ住宅認定は、一般財団法人建築環境・省エネル
ギー機構が、住宅のライフサイクル全体を通じてＣＯ２排出
量を低減した先進的な住宅開発と普及促進を目的に開始
したもの。「スマート・パナホーム」で優れた環境性能を実
現する当社の取り組みが高く評価されました。

スマートタウン・プロジェクト

パナソニックが世界に先駆けて進める街づくり事業
「Fujisawa サスティナブル・スマートタウン」の実現に参画。
パナソニックをはじめとする11社の企業と藤沢市（神奈川県）によって
推進される環境配慮型街づくり事業。当社は、2014年春の街びらきに向
けて、街づくり計画や宅地・住宅分譲への取り組みなどに参画していま
す。新たに、街全体をマネジメントする企業体組織として、「Fujisawaタ
ウンマネジメントカンパニー」（仮称）の設立も決定しました。

スマートシティ

パナホームが取り組む「街まるごと事業」、
「パナホーム スマートシティ」が全国各地で展開。

街全体でネットゼロエネルギーを実現する「パナホーム スマートシティ
堺・初芝」（大阪府）では、分譲住宅の街並みが完成し、先進のくらしが
スタートしました。また、約500戸の規模となる「パナホーム スマート
シティ潮芦屋」（兵庫県）では、第１期の戸建分譲を開始。スマートハウス
をベースに、時とともに価値を高める“街並み設計”と快適なくらしを支
える“タウンマネジメント”を行うことで、ここに住むことが誇りとなる
「スマートシティ」を全国で展開していきます。

6

パナホーム スマートシティ潮芦屋の街並み

Fujisawa サスティナブル・スマートタウン
イメージ図イメージ図イメージ図
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Topics

「Eco & Smart」を幅広く展開。土地資産の有効活用や
リフォームまでお客さまの夢に応え、環境の未来に貢献します。

賃貸生活スタイル

自分らしく生きる女性向け賃貸集合住宅の
新ブランド「Ｌａｃｉｎｅ（ラシーネ）」を積極的に推進。

パナホームは、賃貸市場の動向や入居者ニーズを的確に捉えた
賃貸住宅を提案しています。その一環として、自分らしく生きる
女性におくる賃貸集合住宅の新ブランド「Lacine（ラシーネ）」
を展開。「ラシーネ井の頭」では、“おためしスティ”で多くのお
客さまに共感をいただいています。そこから得たさまざまなノ
ウハウを生かし、オーナーさまの生涯満足経営を実現します。

単身女性を対象にした短期体験入居型の賃貸集合住宅
「ラシーネ井の頭」（東京都三鷹市）。

［ ラシーネ ］

7

入居者同士の交流を深める
共用サロン。

プロモーション

イメージキャラクターに仲間由紀恵さんを起用。
パナホームブランドの新展開をスタートしました。

本年10月からパナホームの
新イメージキャラクターに、
女優の仲間由紀恵さんを起
用。マスコミ宣伝をはじめ、
展示場演出や販促ツールな
どで、積極的な露出を図りま
す。パナソニックのコミュニ
ケーション戦略「Panasonic 
Smart Solut ions」の顔と
して活躍の仲間由紀恵さん
を起用することで、パナソ
ニックグループとしてのシナ
ジー効果を高めることにもつ
なげてまいります。

1979年10月30日､沖縄県生まれ。

テレビドラマ「TRICK」や「ごくせん」を

はじめ、映画「SHINOBI」「大奥」など、

数々の話題作に主演。また、女優とし

て活躍する一方で、ＮＨＫ紅白歌合

戦の司会も務めるなど、国民的な人

気を博している。

仲間 由紀恵 さん

〈プロフィール〉

新テレビＣＭ

新聞広告（朝日新聞）
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リフォーム

当社ならではの技術力と提案力を生かし、
お客さまの夢に応えるリフォームを推進。
一般木造住宅を対象とした耐震・断熱改修など、住まいの環
境性能と耐久性を高める「エコリフォーム」を積極的に展開。
また、需要の高まりが予測される「セカンドライフ」や「二世帯
同居」など、リフォームを通じたくらしの提案力を強化。新築現
場と連携した現場見学会の開催など、お客さまのくらしの夢
と信頼にお応えするリフォーム事業に取り組んでいます。

賃貸住宅

都市の敷地を生かし、収益力の高い経営を
実現する「エルメゾン フィカーサ トライ」を新発売。
都市部で、ひとクラス上の経営を提案する3階建賃貸住宅
「エルメゾン フィカーサ トライ」を発売。強い耐震構造や美し
さが長持ちするキラテックタイルの外観が資産価値を高め、
次世代省エネルギー基準を標準でクリアする環境性能や省
エネ・防犯設備の装備で入居者に安心とくつろぎをご提案。
オーナーさまの安定した経営をサポートします。

オートロックエントランスを採用､
マンションのような洗練された外観。

敷地環境に応じた
プランや外観をご提案。

制震ダンパーを新たに
採用した「耐震リフォーム」

「まるごと断熱システム」
で、エネルギーロスを軽
減して、家計にも、環境
にも貢献します。

［ エルメゾン フィカーサ トライ ］
TRI

8

「セカンドライフリフォーム」では、第二の人生を
豊かにする間取りや加齢配慮の改修を提案。

■一般木造住宅の
　断熱リフォーム 屋根

断熱材

インナー
サッシ

壁断熱材

床断熱材

（改修後）（改修前）
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平成21年度第2四半期累計（4月1日～9月30日） 平成22年度 平成23年度 平成24年度

売 上 高

営 業 利 益

四 半 期 純 利 益

総 資 産

純 資 産

124,705

1,632

757

203,772

116,970

127,394

3,195

1,019

204,451

116,999

142,744

4,977

3,027
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120,867

140,573

3,057
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21年度 22年度 23年度 24年度

0

1,000

2,000

3,000

1,247

2,604 2,695

3,000
（予想）

120
（予想）

69
（予想）

1,274

1,427 1,406

0
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20

80

0

連結業績ハイライト

売上高 営業利益 当期純利益

単位 :百万円

単位 : 億円単位 : 億円単位 : 億円

第2四半期累計

財務情報

9

21年度 22年度 23年度 24年度 21年度 22年度 23年度 24年度

期末 第2四半期累計 期末 第2四半期累計 期末

2,932

53

78

8 10

24

43

30

61

18

107

50

3132

16
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株式情報会社情報

会社概要

発行済株式総数 株168,563,533
株主総数
大株主

名10,718

パナソニック株式会社 91,036,634株

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 3,719,000株
パナホーム社員持株会 3,368,906株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,887,000株

株式会社三井住友銀行 2,358,726株

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 2,064,000株

株

BNY FOR GCM CLIENT ACCOUNTS(E)BD 2,546,386株

NORTHERN TRUST CO AVFC RE NORTHERN 
TRUST GUERNSEY NON TREATY CLIENTS 1,700,000株

NORTHERN TRUST CO.(AVFC)SUB A/C
AMERICAN CLIENTS 4,468,600株

THE BANK OF NEW YORK, TREATY JASDEC 
ACCOUNT 2,274,000

2012年9月30日現在 2012年9月30日現在

役員 2012年9月30日現在

パナホーム株式会社

1963年7月1日

283億7,592万3,130円  

4,392名

大阪府豊中市

取締役社長 藤井　康照

取締役・専務執行役員 安原　裕文

取締役・専務執行役員 畠山　　誠

取締役・常務執行役員 山田　富治

取締役・常務執行役員 中田　充彦  

取締役・執行役員 本郷　　淳

常任監査役（常勤） 鶴田　芳文

監査役（常勤） 中村　裕弘

監査役  出水　　順

常務執行役員 平澤　博士

常務執行役員 酒井　敏光

執行役員 永田　博彦

執行役員 北川　賀津雄

執行役員 灘本　将人

執行役員 真鍋　正司

執行役員 平生　　卓

執行役員 酒田　陵ニ

執行役員

（注）１．藤井康照および安原裕文は、代表取締役であります。
      ２．中村裕弘および出水 順は、社外監査役であります。

高橋　健一

株式の状況

事 業 年 度 毎年４月１日から翌年３月３１日まで
定 時 株 主 総 会
基　　　準　　　日

６月に開催します。

期 末 配 当
中 間 配 当

定時株主総会
毎年３月３１日
毎年9月３0日

毎年３月３１日

公 告 の 方 法 当社のホームページに掲載します。

株主名簿管理人
事 務 取 扱 場 所

www.panahome.jp/company/ir/
上場証券取引所 東京証券取引所、大阪証券取引所
証 券 コ ー ド
単 元 株 式 数
株主名簿管理人
および特別口座の
口 座 管 理 機 関

1924  

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社  

大阪市中央区北浜四丁目５番33号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

1,000株  

株主メモ

そのほか必要がある時は、あらかじめ公告で定めた日

10

社　　名

設　　立

資 本  金

従業員数

本　　社

郵便物の送付先
〒183-8701 東京都府中市日鋼町1番10
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

電話照会先
 0120-176-417®

郵便物の送付先
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 

電話照会先
 0120-782-031®

※2013年1月より次のとおり変更となります。

56_gohokoku.indd   11 12.11.8   11:07:05 PM



56_gohokoku.indd   12 12.11.8   11:07:06 PM


	表紙　P1
	株主の皆様へ　P2-3
	いちばんしあわせなスマートへ　P4
	トピックス　P5-9
	スマートハウス　P5
	二世帯住宅　P6
	スマートシティ　P7
	スマートタウン・プロジェクト　P7
	プロモーション　P8
	賃貸生活スタイル　P8
	賃貸住宅　P9
	リフォーム　P9

	財務情報　P10
	会社情報　P11
	株式情報　P11


<<
  /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 /sRGB
  /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 (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /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 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /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 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00667
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b514330683059308b30bb30c330c80020003a00480069006700680020005100750061006c0069007400790020005000720069006e0074005d00209ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /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 /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (Adobe RGB \(1998\))
      /DestinationProfileSelector /WorkingRGB
      /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 false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /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 [612.000 792.000]
>> setpagedevice




