
(3) 株主資本等変動計算書 

  前事業年度(平成26年４月１日から平成27年３月31日まで) 

  

  (単位：百万円) 

  

株主資本 

資本金 

資本剰余金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

当期首残高 237,304 31,087 19 31,107 

当期変動額         

新株の発行 50,000 50,000   50,000 

資本金から剰余金への

振替 
△50,000   50,000 50,000 

準備金から剰余金への

振替 
  △50,000 50,000 － 

海外投資等損失準備金

の積立 
        

海外投資等損失準備金

の取崩し 
        

当期純損失（△）         

自己株式の取得         

自己株式の処分     － － 

株式交換による変動額     △709 △709 

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
        

当期変動額合計 － － 99,289 99,289 

当期末残高 237,304 31,087 99,309 130,396 
 

  

株主資本 

利益剰余金 

利益準備金 

その他利益剰余金 

利益剰余金合計 海外投資等 

損失準備金 
繰越利益剰余金 

当期首残高 59,326 16 11,061 70,405 

当期変動額         

新株の発行         

資本金から剰余金への

振替 
        

準備金から剰余金への

振替 
        

海外投資等損失準備金

の積立 
  － － － 

海外投資等損失準備金

の取崩し 
        

当期純損失（△）     △119,010 △119,010 

自己株式の取得         

自己株式の処分         

株式交換による変動額         

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
        

当期変動額合計 － － △119,011 △119,010 

当期末残高 59,326 17 △107,949 △48,605 
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 (単位：百万円) 

  

 

  

株主資本 評価・換算差額等 

純資産合計 
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 

評価・換算 

差額等合計 

当期首残高 △2,153 336,663 418 4,323 4,741 341,405 

当期変動額             

新株の発行   100,000       100,000 

資本金から剰余金への

振替 
  －       － 

準備金から剰余金への

振替 
  －       － 

海外投資等損失準備金

の積立 
  －       － 

海外投資等損失準備金

の取崩し 
  －       － 

当期純損失（△）   △119,010       △119,010 

自己株式の取得 △14 △14       △14 

自己株式の処分 － －       － 

株式交換による変動額 1,744 1,034       1,034 

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
    643 △1,759 △1,115 △1,115 

当期変動額合計 1,730 △17,990 643 △1,759 △1,115 △19,105 

当期末残高 △423 318,673 1,062 2,564 3,626 322,299 
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  当事業年度(平成27年４月１日から平成28年３月31日まで) 

  

 

  (単位：百万円) 

  

株主資本 

資本金 

資本剰余金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

当期首残高 237,304 31,087 99,309 130,396 

当期変動額         

新株の発行         

資本金から剰余金への

振替 
        

準備金から剰余金への

振替 
        

海外投資等損失準備金

の積立 
        

海外投資等損失準備金

の取崩し 
        

当期純利益         

自己株式の取得         

自己株式の処分     － － 

株式交換による変動額         

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
        

当期変動額合計 － － － － 

当期末残高 237,304 31,087 99,309 130,396 
 

  

株主資本 

利益剰余金 

利益準備金 

その他利益剰余金 

利益剰余金合計 海外投資等 

損失準備金 
繰越利益剰余金 

当期首残高 59,326 17 △107,949 △48,605 

当期変動額         

新株の発行         

資本金から剰余金への

振替 
        

準備金から剰余金への

振替 
        

海外投資等損失準備金

の積立 
  － － － 

海外投資等損失準備金

の取崩し 
  △2 2 － 

当期純利益     65,328 65,328 

自己株式の取得         

自己株式の処分         

株式交換による変動額         

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
        

当期変動額合計 － △2 65,331 65,328 

当期末残高 59,326 15 △42,618 16,723 
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 (単位：百万円) 

  

 

  

株主資本 評価・換算差額等 

純資産合計 
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 

評価・換算 

差額等合計 

当期首残高 △423 318,673 1,062 2,564 3,626 322,299 

当期変動額             

新株の発行   －       － 

資本金から剰余金への

振替 
  －       － 

準備金から剰余金への

振替 
  －       － 

海外投資等損失準備金

の積立 
  －       － 

海外投資等損失準備金

の取崩し 
  －       － 

当期純利益   65,328       65,328 

自己株式の取得 △17 △17       △17 

自己株式の処分 － －       － 

株式交換による変動額   －       － 

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
    △337 △2,083 △2,420 △2,420 

当期変動額合計 △16 65,311 △337 △2,083 △2,420 62,890 

当期末残高 △439 383,985 724 481 1,205 385,190 
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