
百万円

株主資本 評価・換算差額等

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

その他�
有価証券�

評価差額金
繰延ヘッジ�
損益等

為替換算�
調整勘定 新株予約権 少数株主持分 純資産合計

2006年3月31日　残高 ¥� 324,625 ¥� 498,019 ¥� (40,485) ¥� (1,465) ¥� 780,694 ¥� 179,714 ¥� 2,504 ¥� (45,867) ¥� — ¥� 173,030 ¥� 1,090,075
変動額
　剰余金の配当 (12,405) (12,405) (12,405)
　役員賞与 (665) (665) (665)
　当期純利益 102,415 102,415 102,415
　自己株式の取得 (529) (529) (529)
　自己株式の処分 10 25 35 35
　持分法適用関連会社の増加及び減少 (3,715) (3,715) (3,715)
　その他 9,174 9,174 9,174
　株主資本以外の項目の変動額（純額） (56,944) 109 15,002 18,167 (23,666)
変動額合計 — 10 94,804 (504) 94,310 (56,944) 109 15,002 — 18,167 70,644
2007年3月31日　残高 ¥� 324,625 ¥� 498,029 ¥� 54,319 ¥� (1,969) ¥� 875,004 ¥� 122,770 ¥� 2,613 ¥� (30,865) ¥� — ¥� 191,197 ¥� 1,160,719
変動額
　資本剰余金の利益剰余金への振替（※） (240,464) 240,464 － —
　剰余金の配当 (6,201) (6,207) (12,408) (12,408)
　当期純利益 48,107 48,107 48,107
　自己株式の取得 (27,231) (27,231) (27,231)
　自己株式の処分 (2,326) 28,331 26,005 26,005
　連結範囲の変動 896 896 896
　その他 1,324 1,324 1,324
　株主資本以外の項目の変動額（純額） (32,891) (40) (25,080) (9,225) (67,236)
変動額合計 — (248,991) 284,584 1,100 36,693 (32,891) (40) (25,080) — (9,225) (30,543)
2008年3月31日　残高 ¥� 324,625 ¥� 249,038 ¥� 338,903 ¥� (869) ¥� 911,697 ¥� 89,879 ¥� 2,573 ¥� (55,945) ¥� — ¥� 181,972 ¥� 1,130,176
在外子会社の会計処理の変更に伴う増減(注記1） (1,585) (1,585) (1,585)
変動額
　剰余金の配当 (20,681) (20,681) (20,681)
　当期純損失 (112,388) (112,388) (112,388)
　自己株式の取得 (1,492) (1,492) (1,492)
　自己株式の処分 (73) 228 155 155
　連結範囲の変動 (12,353) 19,548 7,195 7,195
　株主資本以外の項目の変動額（純額） (38,218) 2,639 (34,888) 26 (5,337) (75,778)
変動額合計 — (12,426) (113,521) (1,264) (127,211) (38,218) 2,639 (34,888) 26 (5,337) (202,989)
2009年3月31日　残高 ¥� 324,625 ¥� 236,612 ¥� 223,797 ¥� (2,133) ¥� 782,901 ¥� 51,661 ¥� 5,212 ¥� (90,833) ¥� 26 ¥� 176,635 ¥� 925,602

千米ドル（注記2）

2008年3月31日　残高（米ドル換算） $�3,312,500 $�2,541,204 $� 3,458,194 $� (8,867) $� 9,303,031 $� 917,133 $�26,255 $�(570,867) $� — $�1,856,857 $�11,532,409
在外子会社の会計処理の変更に伴う増減(注記1） (16,173) (16,173) (16,173)
変動額
　剰余金の配当 (211,031) (211,031) (211,031)
　当期純損失 (1,146,816) (1,146,816) (1,146,816)
　自己株式の取得 (15,225) (15,225) (15,225)
　自己株式の処分 (745) 2,327 1,582 1,582
　連結範囲の変動 (126,051) 199,469 73,418 73,418
　株主資本以外の項目の変動額（純額） (389,980) 26,928 (356,000) 265 (54,459) (773,246)
変動額合計 — (126,796) (1,158,378) (12,898) (1,298,072) (389,980) 26,928 (356,000) 265 (54,459) (2,071,318)
2009年3月31日　残高（米ドル換算） $3,312,500 $2,414,408 $�2,283,643 $(21,765) $�7,988,786 $�527,153 $53,183 $(926,867) $265 $1,802,398 $�9,444,918

添付の注記は、これらの連結財務諸表の一部です。
※�日本の会社法に基づき、2007年5月24日開催の当社取締役会において、その他の剰余金の処分を決議いたしました。その結果、単独決算において、その他資本剰余
金が240,464百万円減少し、同額、その他利益剰余金が増加いたしました。これに伴い、連結決算においても、資本剰余金が240,464百万円減少し、同額、利益剰余
金が増加いたしました。

富士通株式会社及び連結子会社

連結株主資本等変動計算書
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