
【個別株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

2010年３月期 
自 2009年４月１日 
至 2010年３月31日 

2011年３月期 
自 2010年４月１日 
至 2011年３月31日 

株主資本   

資本金   

前期末残高 282,033 408,810 

当期変動額   

新株の発行 126,776 － 

新株の発行（新株予約権の行使） 1 319 

当期変動額合計 126,777 319 

当期末残高 408,810 409,129 

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 270,763 126,777 

当期変動額   

新株の発行 126,776 － 

新株の発行（新株予約権の行使） 1 319 

資本準備金の取崩 △270,763 － 

当期変動額合計 △143,986 319 

当期末残高 126,777 127,096 

その他資本剰余金   

前期末残高 13,037 283,691 

当期変動額   

資本準備金の取崩 270,763 － 

自己株式の処分 △109 △10,862 

当期変動額合計 270,653 △10,862 

当期末残高 283,691 272,829 

資本剰余金合計   

前期末残高 283,800 410,468 

当期変動額   

新株の発行 126,776 － 

新株の発行（新株予約権の行使） 1 319 

資本準備金の取崩 － － 

自己株式の処分 △109 △10,862 

当期変動額合計 126,667 △10,543 

当期末残高 410,468 399,925 

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 70,438 － 

当期変動額   

利益準備金の取崩 △70,438 － 

当期変動額合計 △70,438 － 

当期末残高 － － 
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(単位：百万円)

2010年３月期 
自 2009年４月１日 
至 2010年３月31日 

2011年３月期 
自 2010年４月１日 
至 2011年３月31日 

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 － － 

当期変動額   

合併による増加 0 － 

特別償却準備金の取崩 △0 － 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 － － 

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 － － 

当期変動額   

合併による増加 20 － 

固定資産圧縮積立金の取崩 △20 － 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 － － 

繰越利益剰余金   

前期末残高 45,695 81,035 

当期変動額   

利益準備金の取崩 70,438 － 

特別償却準備金の取崩 0 － 

固定資産圧縮積立金の取崩 20 － 

剰余金の配当 － △22,580 

当期純利益又は当期純損失（△） △35,120 64,276 

当期変動額合計 35,339 41,696 

当期末残高 81,035 122,731 

利益剰余金合計   

前期末残高 116,134 81,035 

当期変動額   

利益準備金の取崩 － － 

合併による増加 21 － 

特別償却準備金の取崩 － － 

固定資産圧縮積立金の取崩 － － 

剰余金の配当 － △22,580 

当期純利益又は当期純損失（△） △35,120 64,276 

当期変動額合計 △35,098 41,696 

当期末残高 81,035 122,731 

自己株式   

前期末残高 △27,621 △27,525 

当期変動額   

自己株式の取得 △115 △183 

自己株式の処分 211 26,291 

当期変動額合計 95 26,108 

当期末残高 △27,525 △1,417 
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(単位：百万円)

2010年３月期 
自 2009年４月１日 
至 2010年３月31日 

2011年３月期 
自 2010年４月１日 
至 2011年３月31日 

株主資本合計   

前期末残高 654,346 872,788 

当期変動額   

新株の発行 253,552 － 

新株の発行（新株予約権の行使） 2 638 

合併による増加 21 － 

剰余金の配当 － △22,580 

当期純利益又は当期純損失（△） △35,120 64,276 

自己株式の取得 △115 △183 

自己株式の処分 102 15,429 

当期変動額合計 218,442 57,580 

当期末残高 872,788 930,369 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 10,787 16,094 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,307 △4,558 

当期変動額合計 5,307 △4,558 

当期末残高 16,094 11,536 

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △607 △1,199 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △591 334 

当期変動額合計 △591 334 

当期末残高 △1,199 △864 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 10,179 14,895 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,715 △4,224 

当期変動額合計 4,715 △4,224 

当期末残高 14,895 10,671 

純資産合計   

前期末残高 664,526 887,684 

当期変動額   

新株の発行 253,552 － 

新株の発行（新株予約権の行使） 2 638 

合併による増加 21 － 

剰余金の配当 － △22,580 

当期純利益又は当期純損失（△） △35,120 64,276 

自己株式の取得 △115 △183 

自己株式の処分 102 15,429 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,715 △4,224 

当期変動額合計 223,157 53,356 

当期末残高 887,684 941,041 
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