
 

富士通（株）（6702）平成21年3月期決算短信

（３）株主資本等変動計算書 (単位：百万円)

平成19年度 平成20年度
※
注記

（自 平成19年4月 1日 （自 平成20年4月 1日

番号 　　至 平成20年3月31日）  至 平成21年3月31日）

株主資本
資本金
前期末残高 324,625 324,625 
当期変動額
当期変動額合計 - -

当期末残高 324,625 324,625 
資本剰余金
資本準備金
前期末残高 118,297 -
当期変動額
準備金から剰余金への振替 ※1 △118,297 -
当期変動額合計 △118,297 -

当期末残高 - -
その他資本剰余金
前期末残高 299,878 169,181 
当期変動額
準備金から剰余金への振替 ※1 118,297 -
その他資本剰余金から繰越利益剰余金への振替 ※2 △240,464 -
剰余金（その他資本剰余金）の配当 △6,201 -
自己株式の処分 ※4 △2,329 △73 
当期変動額合計 △130,697 △73 

当期末残高 169,181 169,108 
資本剰余金合計
前期末残高 418,175 169,181 
当期変動額
準備金から剰余金への振替 ※1 - -
その他資本剰余金から繰越利益剰余金への振替 ※2 △240,464 -
剰余金（その他資本剰余金）の配当 △6,201 -
自己株式の処分 ※4 △2,329 △73 
当期変動額合計 △248,994 △73 

当期末残高 169,181 169,108 
利益剰余金
利益準備金

前期末残高 -

当期変動額

剰余金の配当 620 2,068 
当期変動額合計 620 2,068 

当期末残高 620 2,688 
その他利益剰余金
特別償却準備金
前期末残高 3,503 2,343 
当期変動額
 特別償却準備金の積立 740 4,033 
特別償却準備金の取崩 △1,900 △1,044 
当期変動額合計 △1,160 2,989 

当期末残高 2,343 5,332 
繰越利益剰余金
前期末残高 △243,967 52,244 
当期変動額

その他資本剰余金から繰越利益剰余金への振替 ※2 240,464 -
剰余金の配当 △6,828 △22,749 
特別償却準備金の積立 △740 △4,033 
特別償却準備金の取崩 1,900 1,044 
当期純利益 61,415 47,881 
当期変動額合計 296,211 22,143 

当期末残高 52,244 74,387 
利益剰余金合計
前期末残高 △240,464 55,207 
当期変動額 
その他資本剰余金から繰越利益剰余金への振替 ※2 240,464 -
剰余金の配当 △6,207 △20,681 
特別償却準備金の積立 - -
特別償却準備金の取崩 - -
当期純利益 61,415 47,881 
当期変動額合計 295,672 27,200 

当期末残高 55,207 82,408 
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(単位：百万円)

平成19年度 平成20年度
※
注記
番号

（自 平成19年4月 1日
　　至 平成20年3月31日）

（自 平成20年4月 1日
 至 平成21年3月31日）

自己株式

前期末残高 △1,969 △869 

当期変動額

自己株式の取得 ※3 △27,231 △1,492 

自己株式の処分 ※4 28,331 228 

当期変動額合計 1,099 △1,264 

当期末残高 △869 △2,133 

株主資本合計

前期末残高 500,367 548,144 

当期変動額 

その他資本剰余金から繰越利益剰余金への振替 ※2 - -

剰余金（その他資本剰余金）の配当 △6,201 -

剰余金の配当 △6,207 △20,681 

当期純利益 61,415 47,881 

自己株式の取得 ※3 △27,231 △1,492 

自己株式の処分 ※4 26,002 155 

当期変動額合計 47,777 25,863 

当期末残高 548,144 574,008 

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 120,381 88,585 

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △31,796 △36,441 

当期変動額合計 △31,796 △36,441 

当期末残高 88,585 52,144 

繰延ヘッジ損益

前期末残高 142 122 

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △19 2,755 

当期変動額合計 △19 2,755 

当期末残高 122 2,878 

評価・換算差額等合計

前期末残高 120,524 88,708 

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △31,815 △33,685 

当期変動額合計 △31,815 △33,685 

当期末残高 88,708 55,022 

純資産合計

前期末残高 620,891 636,852 

当期変動額 

その他資本剰余金から繰越利益剰余金への振替 ※2 - -

剰余金（その他資本剰余金）の配当 △6,201 -

剰余金の配当 △6,207 △20,681 

当期純利益 61,415 47,881 

自己株式の取得 ※3 △27,231 △1,492 

自己株式の処分 ※4 26,002 155 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △31,815 △33,685 

当期変動額合計 15,961 △7,822 

当期末残高 636,852 629,030 
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