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分配金って何ですか？

決算の結果、その収益の一部を投資家に還元することを「分配」といい、そのときに
支払われるお金が分配金です。
分配金は投資信託の純資産から支払われます。そのため、分配金が支払われると、
その金額相当分、基準価額は下がります。
一方、預貯金の利息は、預けた元本の一部から支払われているわけではないので、
利息の支払いによって元本が減ることはありません。

分配金 預貯金の利息 

事前の受取額の約束 受取額は、確定していない。 事前に受取額が確定している。 

運用期間と
受取額の関係 

運用期間に関係なし
（決算日に受益者であることが必要）。 預入期間に応じて、利率が適用される。 

受取額 保有口数に対して、口数あたりの分配金額を
かけたもの。 預入金額に対して、利率をかけたもの。 

基準価額の推移（イメージ）

分配金と預貯金の利息の主な違い

ポイント
分配は資産の払い出しです。

当資料の最終ページにご留意事項を記載しておりますので必ずご覧ください。

分配金
100円

分配金
100円

分配金
支払い

支払った分配金相当額（100円）

支払った分配金相当額が下がる。

10,000円

9,900円

決算日

純資産（分配金支払い後）
9,900円

純資産（分配金支払い前）
10,000円

分配金が出ると
基準価額は

下がるんですね。
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分配金が多いファンドが、運用成績の良いファンドですか？

分配金を多く出すファンドが必ずしも運用成績が良好というわけではありません。
トータルリターン（基準価額の増減+受取分配金）に着目する必要があります。

＊税金等、諸費用は考慮していません。
＊ 上記はイメージであり、分配金の支払いおよびその金額
について示唆・保証するものではありません。

＝（運用損益÷購入時点の基準価額）×100
＝（1,500円÷10,000円）×100
＝15%

＝（運用損益÷購入時点の基準価額）×100
＝（▲1,000円÷10,000円）×100
＝▲10%

ポイント
運用成績は、トータルリターンで考えましょう。

購入時点の基準価額 受取分配金合計 1年後の基準価額

ファンドA 10,000円 1,200円 10,300円 

ファンドB 10,000円 1,800円 7,200円 

年間トータルリターン（%）

年間トータルリターン（%）

購入時点の基準価額10,000円、毎月の分配金 100円 を1年（12カ月）継続し、
1年後の基準価額が10,300円であった場合。

＝（評価時点の基準価額－購入時点の基準価額）＋受取分配金合計
＝（10,300円－10,000円）＋（ 100円 ×12）

＝1,500円

購入時点の基準価額10,000円、毎月の分配金 150円 を1年（12カ月）継続し、
1年後の基準価額が7,200円であった場合。

＝（評価時点の基準価額－購入時点の基準価額）＋受取分配金合計
＝（7,200円－10,000円）＋（ 150円 ×12）

＝▲1,000円

当資料の最終ページにご留意事項を記載しておりますので必ずご覧ください。

分配金と基準価額の両方で考え
ないといけないんですね。

ファンドA

ファンドB

運用損益

運用損益
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分配金はどのように決定されるのですか？

分配金が支払われるかどうか、支払われる場合に金額がいくらかになるかは、投資
信託を運用している運用会社が分配方針に基づいて分配対象額の範囲内で決定
します。分配対象額は、投資信託協会の『投資信託財産の評価および計理等に
関する規則』でその計算方法が定められており、「当期に発生した利益」だけでなく、
「設定来の留保収益等」も含まれています。

分配対象額とは、分配金の支払いに充てることができる金額のことです。具体的には以下の4つの
項目の合計が分配対象額となります。
①｢配当等収益｣（費用控除後）
ファンドが保有する債券の利息や株式、REITの配当金等の合計額（インカムゲイン）から信託報酬
等の費用を控除したものです。

②｢有価証券売買等損益｣（費用控除後・繰越欠損金補填後）
ファンドが保有する有価証券等の価格変動や外貨建て資産の為替レート変動に基づき生じた評価
損益および有価証券等の売買損益の合計額（キャピタルゲイン）から信託報酬等の費用を控除した
ものです。
ただし、費用控除後の｢有価証券売買等損益｣がプラスの場合でも、繰越欠損金を補填（穴埋め）
しないと分配対象額に加算することはできません。当期の有価証券売買等損益がマイナスの場合は
繰越欠損金として計上します。プラスの場合は、前期までの繰越欠損金を補填し、繰越欠損金を解消
したあとでなければ分配することができません。
③｢収益調整金｣＝｢追加信託差損益金｣
追加設定に伴い、既存受益者の分配対象額が希薄化しないようにするための調整金です。新たな
投資家（受益者）が投資信託を購入（追加設定）することによってファンドの元本（口数）が増加すると、
口数あたりの｢配当等収益｣｢有価証券売買等損益｣｢分配準備積立金｣は減少します。そこで、追加
設定後の口数あたりの分配対象額が追加設定前と同額になるように、追加設定時の払込金額の
一部を計上する勘定項目です。したがって、収益調整金はファンドの運用により得られた収益では
ないことに留意が必要です。

④｢分配準備積立金｣
上記①②のうち、決算時に分配せずファンド内に留保した利益を積み立てたものです。設定来の
｢配当等収益｣と｢有価証券売買等損益｣が基になっており、全額が分配可能です。

収益分配対象額は①～④を合計した金額です。

①
②
③
④

当資料の最終ページにご留意事項を記載しておりますので必ずご覧ください。

「分配金＝運用益」っていう
わけではないんですね。
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分配対象額はどのような仕組みになっているのですか？

分配対象額は以下の四つの勘定で構成されます。

「配当等収益」「有価証券売買等損益」は、信託報酬等の経費控除後のものが分配対象額となり
ます。信託報酬等の経費は、「配当等収益」と「有価証券売買等損益」で按分して控除されます。
経費控除前の配当等収益の水準や経費が同じであっても、分配対象額に算入される「経費
控除後の配当等収益」の金額が違う場合があります。信託報酬等の経費が、「配当等収益」と
「有価証券売買等損益」で按分して控除されているためです。

「有価証券売買等損益」は、売買による実現利益と、評価損益です。「有価証券売買等損益」は、
繰越欠損金が解消されないと分配対象額に加算されません。
繰越欠損金がある場合には、計算期間中の「有価証券売買等損益」がプラスでも、繰越欠損金
を補填し、これが解消されないと分配対象額に加算することはできません。

200円

50円
▲50円

50円

経費控除前
配当等収益 経費経費控除前

有価証券売買等損益

10円

50円 10円

50円

192円

40円
10円控除

5円控除

2円控除

5円控除

8円控除

0円

45円

経費控除後
配当等収益

経費控除後
有価証券売買等損益

48円

45円10円

繰越欠損金＞有価証券売買等損益 繰越欠損金＜有価証券売買等損益

当期

繰越欠損金が解消されないため、分配対象
額に加算されません。

繰越欠損金が解消され、これを上回った
部分が、分配対象額に加算されます。

経費控除後
有価証券
売買等損益
200円

繰越欠損金
▲100円

繰越欠損金
▲300円 翌期

経費控除後
有価証券
売買等損益
200円

分配対象額
加算可能
100円

繰越欠損金
▲100円

当資料の最終ページにご留意事項を記載しておりますので必ずご覧ください。

配当等収益

配当等収益

配当等収益

有価証券売買等損益

有価証券売買等損益

有価証券売買等損益

収益調整金

収益調整金

収益調整金

分配準備積立金

分配準備積立金

経費は、
収益毎に
按分されるん
ですね。

売買益が分配
原資になるのは、
過去の損失の
埋合せができて
からなんですね。

例の場合、2決算期において、有価証券売買等
損益が一緒であっても、当期は分配対象額に
加算されず、翌期は加算されることになります。

分配準備積立金
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「分配準備積立金」は、分配されずに留保された収益の設定来の累積です。
当期の配当等収益や売買益（評価益を含む）のうち、当期の分配金に充当しなかった部分を
「分配準備積立金」といいます。「分配準備積立金」は、翌期以降の分配金に充当することが
できます。

「収益調整金」は、追加設定により収益とみなされた調整金の設定来の累積です。
追加設定によって既存受益者の分配対象額が希薄化しないようにするために設けられた
勘定を「収益調整金」といいます。追加設定金額の一部を「収益調整金」とすることで、1万口
当たりの分配対象額が減少しないよう調整します。

分配対象額
1,000円

分配対象額
1,000円

当期中の収益
200円

分配対象額
1,000円

前期末 当期決算日

分配準備積立金
100円

（前期までの）

分配金
100円

翌期の
分配対象額
1,100円

元本
10,000円

追加設定前
（口数1万口）

分配対象額
500円

10,500円

追加設定
（口数1万口）

元本
10,000円

追加設定後
（口数2万口）

分配対象額
500円

追加設定の
元本

10,000円

収益調整金
（分配対象額）
500円

基準価額
10,500円

当資料の最終ページにご留意事項を記載しておりますので必ずご覧ください。

配当等収益

配当等収益

有価証券売買等損益

有価証券売買等損益

分配準備積立金

分配準備積立金

収益調整金

収益調整金

分配準備
積立金が、
過去の
収益の蓄え
なんですね。

分配可能
原資には、
利益以外の
ものも含まれ
るんですね。

1万口当たりの元本 ＝ 10,000円
1万口当たりの分配対象額 ＝ 500円

1万口当たりの元本＝（10,000＋10,000）÷2＝10,000円
1万口当たりの分配対象額＝（500円＋500円）÷2＝500円

追加設定によって1万口当たりの分配対象額は増減しません。
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ファンドの分配対象額はどうやって確認できますか？

決算を迎える毎に（毎月決算型は6カ月に一回）、作成する
運用報告書（全体版）で確認できます。

分配対象額（分配金支払後）
＝（追加信託差損益金＊＋分配準備積立金）÷受益権総口数×10,000
＊ ｢追加信託差損益金＝配当等相当額＋売買損益相当額｣です。ただし、売買損益相当額がマイナスの場合は、配当等相当額のみが
対象となり、売買損益相当額は0円として計算します。
＊追加信託差損益金が｢収益調整金｣に相当します。

① 2,112,554,662円
② 0円
③ 234,156,439円
④ 11,498,573,590口

（①＋②＋③）÷④×10,000≒ 2,040.87

当資料の最終ページにご留意事項を記載しておりますので必ずご覧ください。

運用報告書ってあんまり
見たことなかったけど、
分配金のことも
書いてあるんですね。

①

④ ④

①

③
②

③
②

｢売買損益相当額｣
がマイナスの場合
には、｢配当等相当
額｣のみが対象と
なり、「売買損益
相当額」は、0円と
して計算します。
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分配対象額（分配原資）が多いファンドが良いファンドですか？

分配対象額（分配原資）とは、投資信託協会のルールに定められた分配金の計算
方法に基づく考え方です。
お客様の資金の運用目的や投資に対する考え方として、一定の分配金を安定的に
受け取りながら特定の資産に投資したいというような場合には、分配水準の継続性
という観点から分配対象額の水準が重要な場合もあります。
一方で、決算で計上した分配対象額は基準価額の下落によって減少するわけでは
なく、分配対象額の多い少ないがファンドの運用成績を示すものではないことに
留意が必要です。

ポイント
「分配対象額がいくらあるか？」というのは、分配金の支払余力を測る尺度に
過ぎず、ファンドの運用成績を示すものではありません。

1月 2月 3月

40%
下落

20%
上昇

基準価額
10,000円

分配対象額 2,000円

基準価額
12,000円

基準価額
7,200円

当資料の最終ページにご留意事項を記載しておりますので必ずご覧ください。

基準価額が下落している
3月期においては、たとえ
分配対象額があって分配金
が支払われたとしても、
利益は出ていません。

「多い分配原資＝良いファンド」
っていうわけではないんですね。
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課税されるのは、お客様毎の『個別元本』を上回った部分から支払われる分配金に
対してのみです。このような分配金を『普通分配金』といいます。
一方で「個別元本」を下回った部分から支払われる分配金は、実質的に投資元本の
払戻しとみなされるため課税されません。このような分配金を『元本払戻金（特別
分配金）』といいます。

用 語 解 説

●普通分配金

受益者毎の「個別元本」を上回った部分から支払われる分配金を普通分配金といいます。投資
信託から得た収益にあたりますので課税対象となります。

●元本払戻金（特別分配金）

受益者毎の「個別元本」を下回った部分から支払われる分配金のことをいいます。実質的に投資
元本の払戻しとみなされるため、課税されません。

●個別元本

追加型投資信託における受益者の課税上の購入価額をいいます。実際には、各受益者毎の投資
信託の取得価額（申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額は含まれ
ません）をいいます。また、受益者が同一の投資信託を複数回取得した場合、個別元本は受益者が
追加投資を行う都度、受益者の（保有）口数で加重平均することにより算出されます。

次のページからの3つのパターンで、分配金に課税される
ケースと課税されないケースを確認してください。

ポイント
課税の対象となるのは、お客様毎の個別元本を上回る部分から支払われる
分配金（普通分配金）のみです。投資元本の払戻しとみなされる分配金（特別
分配金）は課税の対象になりません。

『普通分配金』と『元本払戻金（特別分配金）』って何ですか？

当資料の最終ページにご留意事項を記載しておりますので必ずご覧ください。

分配金に税金がかかるかどうかは、
投資家毎の『個別元本』を基準に
決まるんですね。
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パターン1

普通分配金となるケース

①分配金支払前の個別元本10,000円　②分配金支払前の基準価額11,000円
③支払われた分配金500円
④普通分配金500円（課税対象）
⑤分配金支払後の基準価額10,500円　⑥分配金支払後の個別元本10,000円

分配金のうち、個別元本を上回る部分から支払われた金額は「普通分配金」と
なり、課税対象となります。
下の例の場合、支払われた分配金500円は個別元本10,000円を上回る部分
から支払われているため、すべて普通分配金となり、課税対象となります。

基準価額
10,000円

① 個別元本
 10,000円

⑤ 分配金
 支払後の
 基準価額
 10,500円

500円

② 分配金
 支払前の
 基準価額
 11,000円

⑥ 分配金
 支払後の
 個別元本
 10,000円

④ 普通分配金
 500円

③ 支払われた
 分配金
 500円

当資料の最終ページにご留意事項を記載しておりますので必ずご覧ください。

個別元本を上回った部分
から分配金が出てるから
税金がかかるんですね。



11

パターン2

元本払戻金（特別分配金）となるケース

①分配金支払い前の個別元本10,000円　②分配金支払い前の基準価額10,000円
③支払われた分配金500円
④元本払戻金（特別分配金）500円（課税対象外）
⑤分配金支払後の基準価額 9,500円　　⑥分配金支払後の個別元本 9,500円

分配金のうち、個別元本を下回る部分から支払われた金額は、「元本払戻金（特別
分配金）」となり、実質的に投資元本の払戻しとみなされるため、課税されません。
下の例の場合、支払われた分配金500円は個別元本10,000円を下回る部分
から支払われているため、すべて元本払戻金（特別分配金）となり、課税され
ません。

500円

基準価額
10,000円

① 個別元本
 10,000円

⑤ 分配金
 支払後の
 基準価額
 9,500円

② 分配金
 支払前の
 基準価額
 10,000円

⑥ 分配金
 支払後の
 個別元本
 9,500円

④ 元本払戻金
（特別分配金）
 500円

③ 支払われた
 分配金
 500円

当資料の最終ページにご留意事項を記載しておりますので必ずご覧ください。

投資元本の払出しと
みなされるケースの例
ですね。
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パターン3

普通分配金と元本払戻金（特別分配金）となるケース

①分配金支払前の個別元本10,000円　②分配金支払前の基準価額10,500円
③支払われた分配金750円
④-1普通分配金500円（課税対象）　④-2 元本払戻金（特別分配金）250円（課税対象外）
⑤分配金支払後の基準価額 9,750円　⑥分配金支払後の個別元本 9,750円

分配金のうち、個別元本を上回る部分から支払われた金額は「普通分配金」、個別
元本を下回る部分から支払われた金額は「元本払戻金（特別分配金）」となります。
そのため、「普通分配金」と「元本払戻金（特別分配金）」の両方に該当する場合が
あります。
下の例の場合、支払われた分配金750円のうち、個別元本10,000円を上回る
部分から支払われた500円については普通分配金となり、課税対象となります。
一方、個別元本10,000円を下回る部分から支払われた250円については元本
払戻金（特別分配金）となり、課税されません。

基準価額
10,000円

① 個別元本
 10,000円

⑤ 分配金
 支払後の
 基準価額
 9,750円

② 分配金
 支払前の
 基準価額
 10,500円

⑥ 分配金
 支払後の
 個別元本
 9,750円

普通分配金
500円

④-1 元本払戻金
（特別分配金）
250円

④-2

③ 支払われた
 分配金
 750円

500円750円
250円

当資料の最終ページにご留意事項を記載しておりますので必ずご覧ください。

普通分配金と元本払戻金
（特別分配金）が両方出る
ケースもあるんですね。
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ファンドの運用成績はどうやって確認できますか？

分配金がたくさん出ていても、基準価額がそれ以上に下落していれば運用成績と
しては良いとは言えません。ファンドの運用成績の良い悪いは受取分配金の総額と
基準価額の増減のトータルで考えるべきです。
保有ファンドの運用損益は、2014年12月より開始されたトータルリターン通知制度※
により確認することができます。
また、ファンドのおおよその運用成績は、月次レポート等の「分配金再投資基準価額」で
知ることができます。
※トータルリターン通知制度の詳細は14ページをご覧ください。

ポイント
運用成績の確認は、「分配金再投資基準価額」で。

分配金が支払われる都度、それに相当する金額分基準価額が減少した結果、設定時点①では同じで
あった「基準価額」と「分配金再投資基準価額」は、分配を行うことによって時間の経過とともに、大きく
乖離②していることが分かります。

当資料の最終ページにご留意事項を記載しておりますので必ずご覧ください。

①

②

設定来の分配金再投資基準価額の推移です。

一定の期間の分配金再投資基準価額ベースの運用成績（騰落率）です。

月次レポートの最初のページの
グラフですね。グラフでみると
分かりやすいですね。
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※投資信託のトータルリターン通知制度
2014年12月1日から「元本の払戻しを伴う多頻度の分配型商品の全体的な得失を理解
できる仕組み」として、投資信託のトータルリターン通知制度が開始され、販売会社は投資家に
対し年1回以上トータルリターン＊を通知することが義務付けられました。
この通知に伴い、投資家は販売手数料・信託報酬等のコストを考慮後の得失を明瞭に把握
できるようになりました。

＊トータルリターン（運用損益）の算出方法

①現在の時価評価額 － ②現在までの累計投資金額 ＋ ③現在までの累計受取金額

① 現在の時価評価額：現在の残高口数に、同日の解約価額※を乗じて算出。
② 現在までの累計投資金額：ご購入時にお支払いいただいた金額（購入手数料・消費税等を
含む）。

③ 現在までの累計受取金額：解約、償還、分配（源泉徴収後）等により、お客さまが受け
取られた金額の合計。

※基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額。

詳細は販売会社までお問い合わせください。

【ご留意事項】
● 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが投資判断の参考となる情報提供を目的として作成したもの
であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
● ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断
ください。
● 投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクを伴います。）に投資しますので基準価額は
変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て
投資者の皆様に帰属します。
● 投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではあり
ません。また、証券会社以外でご購入いただいた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
● 当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものでは
ありません。また、今後予告なく変更される場合があります。

● 当資料中の図表、数値、その他データについては、過去のデータに基づき作成したものであり、将来の成果を示唆
あるいは保証するものではありません。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /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 false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FFFE5B0027006A006F006200270020006B30FA5765304F305D0020005B002700320030003000340032003800270020006B30FA5765304F305D0020005B00270061006D00270020006B30FA5765304F305D002000D330B830CD30B9308765F8666E3068883A794A3088307330705337526B30699057305F302000410064006F0062006500200050004400460020008765F8666E305C4F10626B307F4F287557307E305930023053306E302D8A9A5B67305C4F106255308C305F3020005000440046002000D530A130A430EB306F3001304100630072006F0062006100740020004A30883073302000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000E54E4D9667308B954F30533068304C3067304D307E305930023053306E302D8A9A5B67306F30D530A930F330C8306E30CB578130BC8F7F3092304C8844307E3059300230>
  >>
  /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
    >>
    <<
      /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
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


