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連結株主資本等変動計算書
2009年、2008年及び2007年3月31日に終了した会計年度

  単位：千米ドル
 単位：百万円 （注記3）  
 2009 2008 2007 2009
株主資本
 資本金
  前期末残高 ¥  68,259  ¥  68,259  ¥  68,259  $   694,888 
  当期変動額
   当期変動額合計 — — — —
  当期末残高 68,259  68,259  68,259  694,888 
 資本剰余金
  前期末残高 94,757  94,757  94,757  964,644 
  当期変動額
   自己株式の処分 (0) 0 0 (3)
   当期変動額合計 (0) 0  0  (3)
  当期末残高 94,757  94,757  94,757  964,641 
 利益剰余金
  前期末残高 28,168  15,855  6,983  286,766 
  当期変動額
   実務対応報告第18号に伴う利益剰余金の減少額 (6,442) — — (65,582)
   剰余金の配当 (1,994) (3,990) (3,990) (20,309)
   当期純利益 2,441  16,303  12,862  24,859 
   在外子会社の年金会計に係る未積立債務の増加による減少額 (1,353) — — (13,778)
   自己株式の処分 (1) — — (11)
   当期変動額合計 (7,349) 12,313  8,872  (74,821)
  当期末残高 20,819  28,168  15,855  211,945 
 自己株式
  前期末残高 (97) (80) (66) (990)
  当期変動額
   自己株式の取得 (3,161) (18) (15) (32,180)
   自己株式の処分 2  1  1  26 
   当期変動額合計 (3,159) (17) (14) (32,154)
  当期末残高 (3,256) (97) (80) (33,144)
 株主資本合計
  前期末残高 191,087  178,791  169,933  1,945,308 
  当期変動額
   実務対応報告第18号に伴う利益剰余金の減少額 (6,442) — — (65,582)
   剰余金の配当 (1,994) (3,990) (3,990) (20,309)
   当期純利益 2,441  16,303  12,862  24,859 
   在外子会社の年金会計に係る未積立債務の増加による減少額 (1,353) — — (13,778)
   自己株式の取得 (3,161) (18) (15) (32,180)
   自己株式の処分 1  1  1  12 
   当期変動額合計 (10,508) 12,296  8,858  (106,978)
  当期末残高 180,579  191,087  178,791  1,838,330 
評価・換算差額等
 その他有価証券評価差額金
  前期末残高 1,756  3,295  4,428  17,875 
  当期変動額
   株主資本以外の項目の当期変動額(純額) (1,945) (1,539) (1,133) (19,802)
   当期変動額合計 (1,945) (1,539) (1,133) (19,802)
  当期末残高 (189) 1,756  3,295  (1,927)
 繰延ヘッジ損益
  前期末残高 (0) — — (1)
  当期変動額
   株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 2  (0) — 26 
   当期変動額合計 2  (0) — 26 
  当期末残高 2  (0) — 25 
 為替換算調整勘定
  前期末残高 (62,268) (39,732) (56,784) (633,905)
  当期変動額
   株主資本以外の項目の当期変動額(純額) (12,348) (22,536) 17,052  (125,699)
   当期変動額合計 (12,348) (22,536) 17,052  (125,699)
  当期末残高 (74,616) (62,268) (39,732) (759,604)
 評価・換算差額等合計
  前期末残高 (60,512) (36,437) (52,356) (616,031)
  当期変動額
   株主資本以外の項目の当期変動額(純額) (14,291) (24,075) 15,919  (145,475)
   当期変動額合計 (14,291) (24,075) 15,919  (145,475)
  当期末残高 (74,803) (60,512) (36,437) (761,506)
少数株主持分
  前期末残高 1,155  204  632  11,765 
  当期変動額
   株主資本以外の項目の当期変動額(純額) (169) 951  (428) (1,724)
   当期変動額合計 (169) 951  (428) (1,724)
  当期末残高 986  1,155  204  10,041 
純資産合計
  前期末残高 131,730  142,558  118,209  1,341,042 
  当期変動額
   実務対応報告第18号に伴う利益剰余金の減少額 (6,442) — —  (65,582)
   剰余金の配当 (1,994) (3,990) (3,990) (20,309)
   当期純利益 2,441  16,303  12,862  24,859 
   在外子会社の年金会計に係る未積立債務の増加による減少額 (1,353) — — (13,778)
   自己株式の取得 (3,161) (18) (15) (32,180)
   自己株式の処分 1  1  1  12 
   株主資本以外の項目の当期変動額(純額) (14,460) (23,124) 15,491  (147,199)
   当期変動額合計 (24,968) (10,828) 24,349  (254,177)
  当期末残高 ¥106,762  ¥131,730  ¥142,558  $1,086,865 

添付の注記は、これらの連結財務諸表の一部であります。




