
（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 39,970 39,970

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 39,970 39,970

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 49,183 49,183

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 49,183 49,183

その他資本剰余金   

前期末残高 3,802 3,804

当期変動額   

自己株式の処分 2 0

当期変動額合計 2 0

当期末残高 3,804 3,804

資本剰余金合計   

前期末残高 52,985 52,987

当期変動額   

自己株式の処分 2 0

当期変動額合計 2 0

当期末残高 52,987 52,987

利益剰余金   

その他利益剰余金   

圧縮記帳積立金   

前期末残高 463 403

当期変動額   

圧縮記帳積立金の取崩 △59 △51

当期変動額合計 △59 △51

当期末残高 403 351

別途積立金   

前期末残高 18,000 18,000

当期変動額   

別途積立金の積立 － 2,000

当期変動額合計 － 2,000

当期末残高 18,000 20,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 11,082 16,618
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当期変動額   

圧縮記帳積立金の取崩 59 51

別途積立金の積立 － △2,000

剰余金の配当 － △1,923

当期純利益 5,475 4,476

当期変動額合計 5,535 604

当期末残高 16,618 17,223

利益剰余金合計   

前期末残高 29,546 35,022

当期変動額   

圧縮記帳積立金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 － △1,923

当期純利益 5,475 4,476

当期変動額合計 5,475 2,552

当期末残高 35,022 37,574

自己株式   

前期末残高 △5,363 △5,423

当期変動額   

自己株式の取得 △69 △277

自己株式の処分 9 9

当期変動額合計 △60 △267

当期末残高 △5,423 △5,691

株主資本合計   

前期末残高 117,139 122,557

当期変動額   

圧縮記帳積立金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 － △1,923

当期純利益 5,475 4,476

自己株式の取得 △69 △277

自己株式の処分 11 9

当期変動額合計 5,417 2,285

当期末残高 122,557 124,842
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △141 43

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 184 △121

当期変動額合計 184 △121

当期末残高 43 △78

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △279 0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 279 △12

当期変動額合計 279 △12

当期末残高 0 △11

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △420 43

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 464 △133

当期変動額合計 464 △133

当期末残高 43 △89

新株予約権   

前期末残高 46 103

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 56 31

当期変動額合計 56 31

当期末残高 103 135

純資産合計   

前期末残高 116,765 122,704

当期変動額   

圧縮記帳積立金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 － △1,923

当期純利益 5,475 4,476

自己株式の取得 △69 △277

自己株式の処分 11 9

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 521 △101

当期変動額合計 5,938 2,183

当期末残高 122,704 124,887
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（４）継続企業の前提に関する注記 
  

  該当事項はありません。 
  

  

  

― 以 上 ― 
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