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1. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日）

 (1) 連結経営成績(累計)

(％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年３月期第１四半期 8,764 30.4 387 ― 118 ― 164 ―

22年３月期第１四半期 6,722 △27.8 △1,464 ― △1,564 ― △1,583 ―

１株当たり 
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
四半期純利益

円 銭 円 銭

23年３月期第１四半期 5. 32 ―

22年３月期第１四半期 △51. 17 ―

 (2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

23年３月期第１四半期 20,920 △4,742 △22.7 △153. 20

22年３月期 20,377 △4,740 △23.3 △153. 16

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 △4,742百万円 22年３月期 △4,740百万円

2. 配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年３月期 ― 0. 00 ― 0. 00 0. 00

23年３月期 ―

23年３月期(予想) 0. 00 ― 0. 00 0. 00

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

第２四半期(累計) 16,650 10.1 550 ― 260 ― 240 ―

通期 32,390 5.7 940 ― 370 ― 320 ―

Administrator
スタンプ



 

 
(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

  この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決

算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

※業績利用の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に記載している業績見通し等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき判断し

たものであり、リスクや不確実性を含んでいます。従いまして、この業績見通しのみに依拠して投資判

断を下すことはお控え下さいますようお願いいたします。実際の業績は、様々な重要な要素により、こ

の業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おき下さい。実際の業績に与える要素に

は、当社グループの事業領域をとりまく経済情勢、対ドルをはじめとする円の為替レート、日本の株式

相場などが含まれます。 

4. その他（詳細は【添付資料】P.４「2.その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 30,953,325株 22年３月期 31,577,550株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 30株 22年３月期 624,123株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 30,953,359株 22年３月期１Ｑ 30,953,546株
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当第１四半期におけるわが国経済は、ギリシャに端を発した欧州の信用不安が金融市場に混乱をもた

らしましたが、ここにきて落ち着きを見せ始め、中国など新興国向けの輸出に支えられた企業業績の好

調さが個人消費や雇用にも波及し、不透明な状況は見られるものの緩やかながらも着実に持ち直してき

ている状況にあります。 

 半導体・電子部品業界においては、本年年明けからは自動車・産業分野で回復基調に転じ、環境・省

エネルギー規制を追い風に予想を上回るペースで需要が拡大、後半以降も好調さは続くものと予想され

ております。 

 このような事業環境のもと当社は、事業構造を抜本的に見直して、事業再生に向けた収益体質の強化

と財務体質の改善を目的に平成22年4月26日に事業再生ＡＤＲ手続の利用を申請し、取引金融機関等の

多大なご支援のもと平成22年6月22日に成立に至りました。事業面におきましては中華圏を中心とした

海外市場への拡販とともに、環境対応車や太陽光発電など、環境関連市場の一層の開拓を進める一方、

コスト構造のスリム化による損益分岐点の引き下げに全社を挙げ取り組んでまいりました。 

 第１四半期の連結業績は、売上高が前年同期比30.4%増の87億64百万円となりました。うち、製品は

前年同期比39.5%増の42億54百万円で、環境関連・車載向けが大きく伸びるとともに、産業機器の需要

も本格的に回復したことにより、前年同期の水準を大きく上回りました。商品は液晶、半導体、電子部

品のいずれも売上が拡大し、前年同期比22.8%増の45億9百万円となりました。 

 民生製品では、環境関連ビジネスの本格的な進展により需要が拡大し、太陽光発電向けや自動車関連

向けの受注が拡大し、薄型テレビ等デジタル家電向けの減少を補い、その売上は前年同期比29.8%増の

28億78百万円となりました。高周波用整流素子のSBD（ショットキー・バリア・ダイオード）は、太陽

電池モジュール向けの新製品薄型パッケージが前年同期の3倍以上と大きく伸長しました。前期に投入

した新製品のアバランシェ保証型SBDはハイブリッド車のDC-DCコンバータに搭載されており、車載向け

は前年同期比49.2%増となり、今後も引き続き需要の拡大が期待されます。超高速整流素子のFRED（フ

ァースト・リカバリー・エピタキシャル・ダイオード）は、産業機器や自動車関連向けが大きく伸び、

プラズマテレビ向けの減少を補い売上が増加しました。 

 一方、産業製品では、産業機器市場の需要回復からパワーモジュールが大幅に増加し、その売上は前

年同期比65.5%増の13億75百万円となりました。主力とする汎用インバータや産業用電源・工作機向け

が大きく伸び、今後も引き続き中国市場での需要増を見込んでおります。 

 商品は、液晶関連が引き続き好調で、その他電子部品やFA（Factory Automation）向けの半導体も前

年同期を大きく上回る伸びを示しました。一方、アミューズメント向けの開発商品は景気の立ち上がり

が需要の回復にまでつながりませんでした。 

 損益面におきましては、原価低減と固定費削減に加え、採算性の低い販売価格の改定を積極的に行っ

てまいりました。このため営業利益は3億87百万円（前年同期△14億64百万円）となりました。しかし

ながら急激な円高による1億71百万円の為替差損を計上したことで、経常利益は1億18百万円（前年同期

△15億64百万円）となりました。また、賞与引当金及び役員退職慰労引当金の戻入による特別利益の計

上から、四半期純利益は1億64百万円（前年同期△15億83百万円）となりました。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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（資産） 

 当第1四半期連結会計期間末の総資産合計は、前連結会計年度末と比べ5億43百万円増加の209億20百

万円となりました。主な内訳としては、現金及び預金が8億33百万円、原材料及び貯蔵品が2億7百万円

増加し、投資有価証券が時価の下落により2億54百万円減少しております。 

（負債） 

 負債合計は、前連結会計年度末と比べ5億44百万円増加の256億62百万円となりました。主な内訳とし

ては、短期借入金が25億34百万円増加し、支払手形及び買掛金が15億57百万円減少したことなどにより

流動負債が9億17百万円増加し、繰延税金負債が1億2百万円減少したことなどにより固定負債が3億74百

万円減少しております。 

（純資産） 

 純資産合計は、前連結会計年度末と比べ2百万円減の47億42百万円の債務超過となりました。主な内

訳としては、自己株式の消却により同勘定が5億8百万円増加し、利益剰余金が2億77百万円減少、投資

有価証券の価格下落に伴いその他有価証券評価差額金が1億51百万円減少しております。  

  

 現時点におきまして、平成22年5月11日に公表いたしました平成23年3月期の連結業績予想に変更はあ

りません。 

  

  

  

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

日本インター㈱ （6974）平成23年3月期 第1四半期決算短信

-3-



該当事項は有りません。 

  

①簡便な会計処理 

たな卸資産の評価方法について、当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地た

な卸を省略し、前連結会計年度末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっ

ております。 

 また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価格

を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法について、繰延税金資産の回収可能性の判断につきまして

は、前連結会計年度末以降の経営環境等の変化に対応しその変化の影響を加味した業績予想及びタック

ス・スケジューリングにより判断しております。なお、当社及び連結子会社の繰延税金資産の回収可能

性対象期間並びに回収可能性については、慎重に検討した結果、評価性引当金を計上しております。 

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

 当第1四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20

年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20

年3月31日)を適用しております。 

 これにより営業利益が0百万円、経常利益が0百万円、税金等調整前四半期純利益が29百万円それぞれ

減少しております。当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は19百万円であります。 

  

当社グループは、平成20年3月期から3期連続で多額の当期純損失を計上し平成22年3月末には47億40

百万円の債務超過となりました。当第１四半期連結会計期間には1億64百万円の四半期純利益を計上す

ることができたものの、引続き47億42百万円の債務超過であり、継続企業の前提に関する重要な疑義を

生じさせるような事象が存在しております。 

 当社グループといたしましては、このような状況を打開し、事業再生に向けた収益体質の強化と財務

体質の改善を図るべく、事業再生ADR手続を利用することとし、平成22年４月26日に申請を行い、同年6

月22日開催の債権者会議において、全取引金融機関等の合意により事業再生ADR手続が成立いたしまし

た。事業再生ADR手続の下、以下を骨子とする事業再生計画を実施することといたしました。 

①民生事業 

つくばの8インチ工場を母体とした外部委託中心のビジネスモデルへ転換して参ります。 

・ 国内においては、5インチウエハの8インチウエハ化を加速することでつくば工場への生産集約化を

進め、生産効率の向上による原価低減を図ります。 

・ 海外においては、ファウンドリを活用し、台湾子会社の業務を順次、後工程専業メーカーへシフトす

ることで、費用構造の変動費化を進め、事業リスクの軽減を図ります。 

・ 中華圏においては、事業管理人員、営業人員を増強して現地ローカル企業への営業を強化し、売上の

拡大を目指します。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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② 産業事業 

資源の集中と協業による強化を図って参ります。具体的には、今後、急速な市場の拡大が見込ま

れる環境、新エネルギー市場向け製品の開発にあたっては、 終ユーザーのニーズを製品に反映さ

せるべく当社販売先との協業を進めると共に、経営資源を集中します。特にモールド型モジュール

を速やかに製品化し、ハイブリッド車等車載向け及び太陽光発電関連向けへの製品供給を積極的に

行って参ります。 

③ 商品事業 

メーカーとしての技術力を 大限活用し、収益性の高いソリューション提案型ビジネスを更に展

開できるよう顧客の選択と集中を進めます。これと並行して、メーカーの商社部門としての位置付

けを再認識し、分社化を視野に入れた事業改革に着手します。 

④ 固定費の削減 

生産体制の抜本的な見直し及び人事評価制度の見直し等により、人件費総額の維持もしくは抑制

を図って参ります。 

⑤ 当社は、事業再生ADR手続において取引金融機関3行から、総額51億9百万円の債務の株式化（デッ

ト・エクイティ・スワップ）を実行いただきました。また全取引金融機関等から借入金122億81百万

円の返済条件の緩和について、平成22年7月15日までに同意いただきました。 

⑥ 当社は、昨年来の取引先であり、半導体素子製品における組立(パッケージ)工程専業メーカーの大手

である、中国のNingbo Mingxin Microelectronics Co.,Ltd.に対し、平成22年7月15日付で2億50百万

円の第三者割当増資を実施しました。これにより、同社との資本面および事業面での協力関係の強化

を図ることといたしました。 

⑦ 当社は、平成23年3月期中に、保有する投資有価証券等の売却、ならびに固定資産の譲渡を行い、有利

子負債の削減を進めて参ります。 

上記⑤、⑥に記載の資本増強策等により、平成23年3月期の上期中において債務超過の速やかな解

消を図り、株式上場の維持に努めて参ります。なお、欠損金の填補に備え、また資本構成の是正を図

り、今後の柔軟な資本政策の展開を可能とするために、資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減

少を実施し、これにより生じるその他資本剰余金、別途積立金、技術研究積立金及び固定資産圧縮積

立金を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補のために利益剰余金を処分いたしました。 

以上の諸施策を着実に実行することにより、平成23年３月期第２四半期連結会計期間末において債

務超過の解消が実現される見込みであります。 
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3. 四半期連結財務諸表 
(1) 四半期連結貸借対照表 

(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,088 1,255

受取手形及び売掛金 6,822 6,851

商品及び製品 1,870 2,096

仕掛品 2,156 2,177

原材料及び貯蔵品 1,392 1,185

繰延税金資産 2 2

その他 387 344

貸倒引当金 △2 △23

流動資産合計 14,717 13,891

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,685 1,808

機械装置及び運搬具（純額） 793 874

土地 936 936

リース資産（純額） 535 490

建設仮勘定 84 17

その他（純額） 85 97

有形固定資産合計 4,120 4,224

無形固定資産 48 49

投資その他の資産   

投資有価証券 1,299 1,553

長期前払費用 103 104

繰延税金資産 12 11

その他 640 543

貸倒引当金 △41 △25

投資その他の資産合計 2,014 2,188

固定資産合計 6,183 6,461

繰延資産 19 24

資産合計 20,920 20,377
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,373 4,930

短期借入金 12,697 10,163

1年内償還予定の社債 2,100 2,100

リース債務 239 237

未払法人税等 20 24

未払金 146 196

未払費用 358 296

賞与引当金 77 129

リース資産減損勘定 243 300

その他 73 34

流動負債合計 19,331 18,414

固定負債   

社債 2,750 2,750

長期借入金 660 720

リース債務 1,030 1,090

退職給付引当金 468 562

長期リース資産減損勘定 867 888

繰延税金負債 128 230

資産除去債務 19 －

事業整理損失引当金 305 305

その他 102 156

固定負債合計 6,330 6,704

負債合計 25,662 25,118

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,041 4,041

資本剰余金 4,010 4,077

利益剰余金 △12,543 △12,266

自己株式 △0 △508

株主資本合計 △4,491 △4,656
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 186 337

為替換算調整勘定 △437 △422

評価・換算差額等合計 △250 △84

純資産合計 △4,742 △4,740

負債純資産合計 20,920 20,377
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 6,722 8,764

売上原価 7,069 7,431

売上総利益又は売上総損失（△） △346 1,332

販売費及び一般管理費 1,117 944

営業利益又は営業損失（△） △1,464 387

営業外収益   

受取利息 1 1

受取配当金 11 12

物品売却益 15 3

助成金収入 7 －

仕入割引 2 6

雑収入 6 16

営業外収益合計 44 39

営業外費用   

支払利息 89 105

為替差損 24 171

社債発行費償却 5 5

コミットメントフィー 11 －

たな卸資産廃棄損 2 －

雑支出 12 26

営業外費用合計 145 309

経常利益又は経常損失（△） △1,564 118

特別利益   

賞与引当金戻入額 32 34

貸倒引当金戻入額 － 3

前期損益修正益 － 23

固定資産売却益 － 2

役員退職慰労引当金戻入額 － 19

特別利益合計 32 83

特別損失   

固定資産除却損 1 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 29

固定資産整理損 40 －

その他 － 1

特別損失合計 41 30

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△1,574 171

法人税等 9 6

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,583 164
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当社グループは、平成20年3月期から3期連続で多額の当期純損失を計上し平成22年3月末には47億40

百万円の債務超過となりました。当第１四半期連結会計期間には1億64百万円の四半期純利益を計上す

ることができたものの、引続き47億42百万円の債務超過であり、継続企業の前提に関する重要な疑義を

生じさせるような事象が存在しております。 

 当社グループといたしましては、このような状況を打開し、事業再生に向けた収益体質の強化と財務

体質の改善を図るべく、事業再生ADR手続を利用することとし、平成22年４月26日に申請を行い、同年6

月22日開催の債権者会議において、全取引金融機関等の合意により事業再生ADR手続が成立いたしまし

た。事業再生ADR手続の下、以下を骨子とする事業再生計画を実施することといたしました。 

  

① 民生事業 

つくばの8インチ工場を母体とした外部委託中心のビジネスモデルへ転換して参ります。 

・ 国内においては、5インチウエハの8インチウエハ化を加速することでつくば工場への生産集約化を

進め、生産効率の向上による原価低減を図ります。 

・ 海外においては、ファウンドリを活用し、台湾子会社の業務を順次、後工程専業メーカーへシフト

することで、費用構造の変動費化を進め、事業リスクの軽減を図ります。 

・ 中華圏においては、事業管理人員、営業人員を増強して現地ローカル企業への営業を強化し、売上

の拡大を目指します。 

② 産業事業 

資源の集中と協業による強化を図って参ります。具体的には、今後、急速な市場の拡大が見込まれ

る環境、新エネルギー市場向け製品の開発にあたっては、 終ユーザーのニーズを製品に反映させる

べく当社販売先との協業を進めると共に、経営資源を集中します。特にモールド型モジュールを速や

かに製品化し、ハイブリッド車等車載向け及び太陽光発電関連向けへの製品供給を積極的に行って参

ります。 

③ 商品事業 

メーカーとしての技術力を 大限活用し、収益性の高いソリューション提案型ビジネスを更に展開

できるよう顧客の選択と集中を進めます。これと並行して、メーカーの商社部門としての位置付けを

再認識し、分社化を視野に入れた事業改革に着手します。 

④ 固定費の削減 

生産体制の抜本的な見直し及び人事評価制度の見直し等により、人件費総額の維持もしくは抑制を

図って参ります。 

⑤ 当社は、事業再生ADR手続において取引金融機関3行から、総額51億9百万円の債務の株式化（デッ

ト・エクイティ・スワップ）を実行いただきました。また全取引金融機関等から借入金122億81百万

円の返済条件の緩和について、平成22年7月15日までに同意いただきました。 

⑥ 当社は、昨年来の取引先であり、半導体素子製品における組立(パッケージ)工程専業メーカーの大手

である、中国のNingbo Mingxin Microelectronics Co.,Ltd.に対し、平成22年7月15日付で2億50百万

円の第三者割当増資を実施しました。これにより、同社との資本面および事業面での協力関係の強化

を図ることといたしました。 

(3) 継続企業の前提に関する注記
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⑦ 当社は、平成23年3月期中に、保有する投資有価証券等の売却、ならびに固定資産の譲渡を行い、有利

子負債の削減を進めて参ります。 

以上の施策のうち、⑤、⑥につきましては既に実行されており、53億59百万円の自己資本の充実が

図られたため、平成23年３月期上期中には、債務超過は解消される見込みであります。 

 しかしながら、いまだ自己資本は不十分であり、また、当第１四半期連結会計期間において黒字に

転換したものの収益の安定性に鑑み、現時点においては、継続企業の前提に関する重要な不確実性が

認められます。 

 なお、連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実

性の影響は連結財務諸表に反映しておりません。 

  

 当社は、平成22年６月18日付で、自己株式の消却を実施いたしました。この結果、当第１四半期連結

累計期間において資本剰余金が67百万円、利益剰余金が４億41百万円それぞれ減少し、自己株式が５億

８百万円増加いたしました。当第１四半期連結累計期間末において、資本剰余金が40億10百万円、利益

剰余金が△125億43百万円、自己株式が△０百万円となっております。 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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１．第三者割当の方法による普通株式の発行 

平成22年5月24日開催の当社取締役会において以下のとおり第三者割当により発行される株式の募集

を行うことについて決議し、本件の条件であった同年6月22日開催の事業再生ADR手続の第3回債権者会

議における事業再生計画を含む事業再生ADR手続の成立及び同年6月30日の定時株主総会における本件に

関する議案の承認がなされ、同年7月15日に払込手続が完了いたしました。 

 
  

２．第三者割当の方法によるA種優先株式の発行 

平成22年6月10日開催の当社取締役会において以下のとおり第三者割当による優先株式の発行につい

て決議し、本件の条件であった同年6月22日開催の事業再生ADR手続の第3回債権者会議における事業再

生計画を含む事業再生ADR手続の成立及び同年6月30日の定時株主総会における本件に関する議案の承認

がなされ、同年7月15日に払込手続が完了いたしました。 

 
  

３．借入金の返済条件の緩和 

平成22年6月22日開催の事業再生ADR手続の第3回債権者会議における事業再生ADR手続の成立をうけ

て、当社の借入金残高122億81百万円について、返済条件を緩和することにつき、平成22年7月15日まで

に取引金融機関等４社の同意をいただきました。 

  

４．資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金処分 

平成22年6月10日開催の当社取締役会において以下のとおり、資本金、資本準備金及び利益準備金の

額の減少ならびに剰余金処分について同年6月30日開催の定時株主総会の議案とすることを決議し、同

株主総会における承認を得て同年7月31日に効力が発生いたしました。 

（1）資本金を62億36百万円減少し、その他資本剰余金に振り替える。 

（2）資本準備金を66億90百万円減少し、その他資本剰余金に振り替える。 

（3）利益準備金を3億33百万円減少し、繰越利益剰余金に振り替える。 

（4）その他資本剰余金、別途積立金、技術研究積立金及び固定資産圧縮積立金を各々124億85百万

円、21億円、13百万円、10百万円減少し、その合計である146億9百万円を繰越利益剰余金に振

り替える。 

4. 補足情報

(1) 重要な後発事象

①  募集株式の種類及び数 普通株式 1,666,700株

②  払込金額 2億5,000万5,000円（１株につき150円）

③  払込期日  平成22年７月15日

④  増加する資本金及び 資本金   １億2,500万2,500円（１株につき75円）

 資本準備金 資本準備金 １億2,500万2,500円（１株につき75円）

⑤  割当先 Ningbo Mingxin Microelectronics Co.,Ltd.

①  募集株式の種類及び数 Ａ種優先株式 10,219,622株

②  払込金額 51億981万1,000円

③  増加する資本金及び 資本金    25億5,490万5,500円（１株につき250円）

 資本準備金 資本準備金  25億5,490万5,500円（１株につき250円）

④  割当先 株式会社横浜銀行         9,121,148株

株式会社三井住友銀行     517,241株

株式会社三菱東京UFJ銀行 581,233株
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