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FEBRUARY 19TH 2014 三菱東京ＵＦＪ銀行 国際業務部  

トピックス：電子商取引 利用率は 1 割未満 

～国家統計局、国内企業のEコマース利用状況の調査結果～ 
 

国家統計局は 1 月 7 日、国内企業の電子商取引（e コマース、以下「EC」と略称）の利用状況に関する調査

結果を発表した。その結果によると、電子商取引を行っている企業は対象企業の 1 割弱に止まっていること

が判明。これに対して同局は「国内の電子商取引は足許急速に発展しているものの、業界間･地域間に格

差があり、EC の利用企業自体もまだ少ない。しかし今後の発展余地は大きいだろう」とコメントしている。 

*以下全ての図表は国家統計局の公表を基に三菱東京 UFJ 銀行（中国）作成。 

Ⅰ. 調査結果の主要内容 

【調査対象】 年商 2,000 万元且つ従業員 300 人以上の工業企業、建築企業、年商 4 億元且つ従業員 200
人以上の卸売企業及び年商 2 億元且つ従業員 300 人以上の小売企業、不動産開発経営法人、年商 1,000
万元以上或いは期末従業員 50 人以上のサービス業企業、合計 30 万 8,000 社。 

【実施時期】 2012 年度 

【調査結果の概要】 

1. EC 取引総額は 2 兆 8,825 億元、利用企業数は 1 割未満 

 2012 年、対象企業のEC取引総額は前年同期比+17.6%の 2 兆 8,825 億元1。その内訳を見ると、

ECによる販売額が前年同期比+20.1%の 3 兆 4,656 億元。うち、B2B（企業対企業）は 2 兆 9,886
億元と全体の 86.2%を占めており、B2C（企業対個人）は 4,539 億元と全体の 13.1%、ECによる仕

入額は前年同期比+14.1%の 2 兆 2,994 億元となっている。 
 一方、対象企業 30 万 8,000 社のうち、「EC を利用している」企業数は 2 万 2,573 社と、全体の 7.3%

弱に止まっている。内訳では、「EC による販売も EC による仕入も行なっている」企業数が 9,577 社、

「EC による販売のみ行なっている」企業数が 5,331 社、「EC による仕入のみ行なっている」企業数

が 7,665 社となっている。 

                                                 
1 ECによる販売額とECによる仕入額の平均値。 
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2. EC 利用企業は東部地域に集中、特に広東省や江蘇省 

 地域別の EC 企業数を見ると、東部は 1 万 5,118 社と全体の 67.0%を占めており、中部と西部はそ

れぞれ 4,496 社と 2,959 社で、同割合は 19.9%と 13.1%。又、地域別の EC 取引額では、東部が前

年比+19.5%の 2 兆 1,342 億元と全体の 74.0%を占めており、中部と西部がそれぞれ前年比+9.9%
の 4,654 億元と前年比+17.6%の 2,830 億元で、同割合は 16.1%と 9.8%となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 省･市別の EC 取引額では、広東省が 4,922 億元とトップ、2 位は江蘇省の 3,410 億元で 3 位は北

京市の 3,375 億元。次いで山東省の 2,570 億元、上海市の 2,224 億元、浙江省の 2,102 億元の順

位。これら 6 省･市の EC 取引総額は計 1 兆 8,603 億元と、全体の 64.5%を占めている。 

3. コンピューター･通信の設備製造業が最多 

 業種別の EC 取引額を見ると、コンピューター･通信及びその他電子設備製造業が 5,082 億元と最

多、2 位と 3 位は卸売業（4,919 億元）と自動車製造業（2,930 億元）。一方、前年比の伸び率では、

電力･ガス･水道水の生産と供給（+73.9%）や、卸売･小売業（+34.3%）、宿泊･飲食業（+32.4%）な

どのセクターが大きく伸びた。 
 

 

 
図表4：業種別のEC取引額のトップ10
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 EC 取引額が同期売上高に占める割合を見ると、卸売･小売業（37.2%）や、教育（27.8%）、交通 
運輸･倉庫保管と郵政業（27.5%）、製造業（24.5%）などが高かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表5：EC取引額が同期売上高に占める割合の比較（業種別）
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5. 外資企業の EC 取引額の伸び

 「EC を利用している」企業（
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製造業や卸売･小売業に集中し、富泰華工業（深圳）有限公司がトップ 

種別にみると、製造業（69 社）、卸売･小売業（27 社）に集中している。

額は 1 兆 8,322 億元に上り、電子商取引総額全体の 63.6%を占めてい

と、製造業のトップ 3 社はそれぞれ富泰華工業（深圳）有限公司（1,746
億元）、中興通訊股份有限公司（763 億元）。卸売･小売業のトップ 3

（中国）汽車貿易有限公司（752 億元）、上海医薬分銷控股有限公司

信息技術有限公司（113 億元）。サービス業のトップ 3 社は中国南方航

）、浙江天猫技術有限公司（59 億元）、淘宝（中国）軟件有限公司（58

が高い 

2 万 2,573 社）のうち、中国企業が 1 万 8,653 社で中国企業全体の 6.7%、

1,964 社で香港・マカオ･台湾企業全体の 13.1%、外資企業が 1,956 社

めた。 
売上高に占める割合については、外資企業が 42.2%と最も高く、香港･

、中国企業が 20.4%。又、EC 取引額の前年比伸び率では、外資企業

企業は+16.3%、香港･マカオ･台湾企業は+5.5%だった。 

図表 6： 外資企業の EC 利用状況 
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Ⅱ. コメント 

中国では、インターネット、移動通信の普及及びネットショッピングの利用拡大に伴い、電子商取引市場が

急速に発達してきた。国内ネットリサーチ大手の艾瑞諮詢集団（iResearch）の統計データによると、2013 年

の電子商取引市場は前年比+21.3%の 9 兆 9,000 億元に達する見通し。更に、同規模は 2014 年に 12 兆

7,000 億元に拡大し、2017 年には 20 兆元を突破する規模に膨らむと見込まれている。 

一方、政府は電子商取引市場の急拡大に対して支援するスタンスを鮮明にしており、2012 年 3 月に工業情

報化部が「電子商取引発展の第 12 次 5 ヵ年計画」を発表。その後、商務部が 2013 年 11 月に、「電子商取

引の発展を促進する意見」を発表し、国内の EC 取引総額を 2015 年までに約 18 兆元、EC による貿易額を

貿易額全体の 10％、小売売上高総額の 10%以上に拡大させるとの目標を掲げた他、政策面、資金面で EC
利用企業の発展を後押しする 10 大措置を打ち出している。 

第 18 期中央委員会第 3 回全体会議（三中全会/2013 年 1 月開催）では、習・李指導部の改革・開放に向け

た青写真となる「党中央の全面的な改革深化に向けての若干の重大問題に関する決定」（以下は「決定」）

が採決された。決定の内容には、外資による投資について、電子商取引等のサービス業における外資進出

規制を緩和する方針が示されている。因みに、商務部外国投資管理司の仇光玲副司長によると、現在同部

は、電子商取引経営業務2の外資持株比率を更に引き上げる方案を検討しており、今後電子商取引分野が

外資に対して全面的に開放される可能性を示唆した。これらの関連政策の実施に伴い、日系を始めとする

外資系企業の商機拡大が見込まれる。 

 

三菱東京 UFJ 銀行（中国）トランザクションバンキング部 
中国調査室 胡柳 

 

当資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、何らかの行動を勧誘するものではありません。ご利用に関しては全てお客様御自身でご

判断くださいますよう、宜しくお願い申し上げます。当資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、当店はその正確性を保証

するものではありません。内容は予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。また当資料は著作物であり、著作権法により保護され

ております。全文または一部を転載する場合は出所を明記してください。 
 
三菱東京 UFJ 銀行（中国）有限公司トランザクションバンキング部 中国調査室 
北京市朝陽区東三環北路 5 号北京発展大厦 4 階 照会先：石洪 TEL 010-6590-8888ext. 214 

                                                 
2 中国では、経営類電子商取引の外資持株比率を50%と規定している（上海自由貿易区では55%以内に規定）。 
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WEEKLY DIGEST 

【経済】 

◆1 月のCPI 前月比横ばいの 2.5% 

国家統計局の 14 日の発表によると、1 月の消費者物価
上昇率（CPI）は前月比横ばいの 2.5%となった。春節を
控えていたにもかかわらず物価が安定推移した理由と
して、倹約令による高級品消費の減少や、気温上昇による 
野菜の潤沢な供給を挙げた。品目別では、食料品が前年
同月比+3.7%、非食料品が同+1.9%、食料品のうち、果物
が同+23.0%、乳製品が同+11.9% 、水産物が同+6.3%、穀
物が同+3.1%、野菜が同+2.1%、肉類が同+0.3%、卵が同
▲3.8%と、果物、乳製品の価格上昇が大きかった。なお、
1 月の工業生産者出荷価格（PPI）は前年同月比▲1.6%
となり、前月の▲1.4%より減少幅が拡大した。 

 

◆春節連休中の小売売上高 前年比 13.3%の増加 

商務部は 6 日、今年の春節連休中（1 月 31 日～2 月 6 日）の全国小売・飲食店の売上額が前年比 13.3%
増加の 6,107 億元だったと発表した。10%を超える伸びとなったものの、2011 年の同+19.0%を境に、2012 年
の同+16.2%、2013 年同+14.7%と、3 年連続で伸び率は縮小している。今年の消費の特徴を見ると、年越し
用品では安くてボリューム感があり、包装も簡易な商品が人気となった一方、正月の高級ギフト品は前年比
7 割も売上を落とす都市もあり、また高級飲食店の売上の落ち込みも顕著となり、政府の倹約令の影響を
受けたと見られている。こうした中、中高級飲食店はテイクアウト専用のコーナーを設け低価格のメニュー
を用意したり、インターネットで年夜飯（大晦日の夕食）を販売する等、企業は積極的に経営モデルの
転換を図っているとしている。一方、電子製品、スマート家電等の売上は引き続き堅調で、携帯電話、
パソコン等のデジタル商品の売上が前年比 2 倍超の伸びを示した都市もあった。また、衣料品は暖冬を
受け、各地域が時期を繰り上げて春物衣料を投入した為、売上の伸びが目立った。 

 

【産業】 

◆1 月自動車販売台数 過去 高の 215.64 万台 

中国自動車工業協会の 13 日の発表によると、1月の自動車販売台数は前年同月比+6.0%の 215.64 万台と、
過去 高を記録した。うち、乗用車が同+7.0%の 184.69 万台で、初めて 180 万台を超えた。1 月の自動車
生産台数も同+4.4%の 205.17 万台となった。乗用車の国別販売台数では、中資系が 70.94 万台（前年同月
比▲5.1%）、独系 39.75 万台（同+21.2%）、日系 25.14 万台（同+12.2%）、米国系 24.23 万台（同+18.6%）、
韓国系 17.52 万台（同+7.5%）、仏系 6.60 万台（同+21.3%）と、外資系は何れも高い伸びを示した。一方、
昨年 12 月に比べ、日系が 9.82 万台減少したのに対し、独系が 13.13 万台増加し、日系に代わり独系が
再び外資系の販売トップに立った。なお、同協会は 1 月に開催された 2014 年度業務会議で、2014 年通年
の自動車販売台数について、前年比 8～10%増の 2,374 万～2,418 万台との予測を示した。 

 

◆エコカーの補助金 基準額を 5%引下げ 

財政部、科学技術部、工業情報化部、発展改革委員会は連名で、8日にエコカーの補助金政策について、
補助金額を2013年の基準から2014年に 5%、2015年に 10％引下げると発表した。調整の対象となるエコカー
は、電気自動車（EV）の乗用車、プラグイン式ハイブリッド車（PHV）の乗用車、EV の特殊車両、燃料
電池車の 4種類。2014 年 1 月 1 日より実施する。環境保護と大気汚染対策として、同部は昨年の 9 月に、
これまでのエコカー普及支援の補助金政策を 2015 年まで続けると発表。補助金はエコカー生産企業の申請
に基き、関連部門の審査を通して企業に還元する形式で実施し、補助金額は車の普及程度と技術の発展程度
に応じて毎年引下げ、今回の調整対象となった 4 種類のエコカーは 2014 年に 10%、2015 年に 20%引下げ
るとしていた。 
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人 民 元 の 動 き 

【貿易・投資】 

◆1 月の輸出入統計 輸出入ともに二桁の伸び 

国家税関総署の 12 日の速報によると、1 月の輸出入総額は前年同月比+10.3%の 3,823 億 9,500 万米ドル
となり、昨年 4月以来 9ヶ月ぶりの二桁成長となった。うち、輸出は同+10.6%の 2,071 億 3,200 万米ドル、
輸入は同+10.0%の 1,752 億 6,300 万米ドルとなり、ともに二桁の伸びを示した。主要貿易相手国・地域
別では、EU との輸出入が同+17.7%の 557 億 2,695 万米ドル、ASEAN が同+14.4%の 423 億 5,695 万米ドル、
米国が同+11.9%の 489 億 3,143 万米ドルといずれも高い伸びとなったほか、日本とも同+10.6%の 277 億
3,626 万米ドルと高水準で推移した。一方、香港とは同▲18.4%の 272 億 7,114 万米ドルと大きく落ち
込んだ。 
 

【金融・為替】 

◆人民銀行 「2013 年第 4 四半期貨幣政策執行報告」 

人民銀行は 8 日、「2013 年第 4 四半期貨幣政策執行報告」を発表した。今後の中国経済について、当面、
安定した成長ペースを維持すると予想した。改革の進展に伴い、潜在的な成長力が顕在化し、発展の余地
が大きく残っている一方、足元の成長基盤は未だ不安定で、投資依存体質からの脱却が果たせていない、
地方政府の債務が膨張している等の問題点も指摘した。今後の金融政策の方針として、①多様な金融
ツールを総合的に運用し、適度な流動性の維持、合理的な貸出･社会融資規模の増加を目指す、②既存融資
の活性化、新規融資の 適化、構造調整･経済発展方式の転換･高度化を支援、③金利自由化と人民元為替
レート形成メカニズム改革を更に推進、④小型･零細企業への融資ルートを拡大、⑤国有金融機構の改革
を継続、⑥金融システマティックリスクを防止、特に、理財商品の潜在リスク、地方政府債務の返済
リスク等に対するモニタリングの強化等を挙げた。 

 

◆2013 年の国際収支 資本・金融収支 2,427 億米ドルの黒字に 

国家外貨管理局は 7 日、2013 年の国際収支（速報値）を発表した。2013 年の経常収支は 1,886 億米ドル
の黒字となり、黒字幅は前年の 1,931 億米ドルから縮小した。経常収支のうち、貨物貿易が 3,599 億米
ドルの黒字と、前年の 3,216 億米ドルの黒字から黒字が拡大、サービス貿易は 1,218 億米ドルの赤字と
なり、前年の 897 億米ドルの赤字から赤字が拡大した。また、所得収支は 408 億米ドルの赤字（前年：
421 億米ドルの赤字）、経常移転収支は 86 億米ドルの赤字（前年：34 億米ドルの黒字）だった。一方、
資本・金融収支は 2,427 億米ドルの黒字で、前年の 168 億米ドルの赤字から黒字に転じた。また、2013 年
の外貨準備の増加額は 4,327 億米ドルと、前年の 987 億米ドルから大幅に増加した。 

（資料）中国外貨取引センター、中国人民銀行、上海証券取引所資料より三菱東京 UFJ 銀行国際業務部作成 
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～根強い元高圧力を背景に堅調推移を見込む～ 

今週の中国人民元は 6.06 台前半で寄り付いた。中国人民銀行が設定する対ドル基準値に連れて小幅に
上下したものの動意に乏しく、6.06 挟みの推移が続いた。 
12 日に発表された 1月の貿易統計では輸出入共に前年比二桁成長となった。輸出額は 2071 億ドルと過去 
高額を記録した 12 月（2077 億ドル）とほぼ同水準を維持。製造業 PMI では 12 月、1月と新規輸出受注

が景況の分岐である 50 を下回ったことからすれば違和感のある結果であり、市場では指標の信用性が 
疑わしいとの見方も出てきている。ただ、主要国・地域別にみると、EU（寄与度+3.0%）、米国（同+1.7%）、
アセアン（同+2.0%）など幅広い地域で増加している一方、香港向け（同▲3.1%）は減少するなど、これ
まで輸出が大幅に増加した際の状況とは異なるようだ。 
また、足もとでは中国建設銀行が販売している信託会社の投資商品のデフォルト懸念が高まっており、
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シャドーバンキングが引き続き注目を集めている。中国信託業協会が 13 日に発表したデータによれば、
2013 年末時点で単一資金信託・集合資金信託と呼ばれる理財類似商品の残高は 10.3 兆元にのぼり、潜在
リスクは大きい。国務院の通達を受けた監督機関の対応には注目だろう。 
来週も根強い元高圧力を背景に高値圏推移を見込む。なお、14、15 日にはケリー国務長官の訪中が予定

されており、南シナ海などの領有権問題や温暖化問題などについて話し合うとみられる。 

（2月14日作成）（市場企画部市場ソリューション室 グローバルマーケットリサーチ） 

 当資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、何らかの行動を勧誘するものではありません。ご利用に関しては、すべてお客様御自身
でご判断下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。当資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、当行はその正確性を保
証するものではありません。内容は予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。また、当資料は著作物であり、著作権法により保
護されております。 



<<
  /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
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /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 <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


