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株主資本 評価・換算差額等

注記 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

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 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
在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 999 999 999
変動額
　剰余金の配当 (12,399) (12,399) (12,399)
　当期純利益 93,085 93,085 93,085
　自己株式の取得 (22,691) (22,691) (22,691)
　自己株式の処分 (627) 22,101 21,474 21,474
　連結範囲の変動 2,482 2,482 2,482
　株主資本以外の項目の変動額（純額） (35,655) (2,912) 5,338 27 (26,977) (60,179)
変動額合計 — (627) 83,168 (590) 81,951 (35,655) (2,912) 5,338 27 (26,977) 21,772
2010年3月31日　残高 ¥   324,625 ¥   235,985 ¥   307,964 ¥    (2,723) ¥   865,851 ¥  16,006 ¥  2,300 ¥  (85,495) ¥  53 ¥   149,658 ¥     948,373

千米ドル（注記2）

2009年3月31日　残高（米ドル換算） $	3,490,591 $	2,544,215 $	2,406,419 $	 (22,935) $	8,418,290 $	 555,495 $	 56,043 $	(976,699) $	280 $	1,899,301 $	 9,952,710
在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 10,742 10,742 10,742
変動額
　剰余金の配当 (133,323) (133,323) (133,323)
　当期純利益 1,000,914 1,000,914 1,000,914
　自己株式の取得 (243,989) (243,989) (243,989)
　自己株式の処分 (6,742) 237,644 230,902 230,902
　連結範囲の変動 26,689 26,689 26,689
　株主資本以外の項目の変動額（純額） (383,387) (31,312) 57,398 290 (290,075) (647,086)
変動額合計 — (6,742) 894,280 (6,345) 881,193 (383,387) (31,312) 57,398 290 (290,075) 234,107
2010年3月31日　残高（米ドル換算） $3,490,591 $2,537,473 $3,311,441 $  (29,280) $9,310,225 $ 172,108 $ 24,731 $(919,301) $570 $1,609,226 $10,197,559

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。

連結株主資本等変動計算書
富士通株式会社及び連結子会社
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