
 

平成 21 年６月 22 日 

各  位 

 

会 社 名 株式会社エルクコーポレーション 

代表者名 代表取締役社長        松本 啓二 

（コード番号 9833 大証第２部） 

問合せ先 取締役財務・戦略物流部長 玉井  伯樹 

ＴＥＬ    06－6942－2309 

 

(訂正・数値データ訂正あり) 「平成 21 年３月期 決算短信」の一部訂正について 

 

 平成 21年５月 15日に発表いたしました｢平成 21年３月期 決算短信｣の記載内容の一部に訂正がご

ざいましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。 

 

記 

 

【訂正箇所】 

（１）１頁     21 年３月期の連結業績(平成 20 年４月 1日～平成 21 年３月 31 日) 

（２）５頁     (2) 財政状態に関する分析 

（３）10～17 頁   ４．連結財務諸表 

           (1) 連結貸借対照表 

           (2) 連結損益計算書 

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

（４）24 頁     (連結貸借対照表関係) 

（５）25 頁     (連結損益計算書関係) 

（６）30 頁         (１株当たり情報) 

（７）33～36 頁   ５．個別財務諸表 

           (1) 貸借対照表 

           (2) 損益計算書 

 

 



（１）１ページ  １．21 年３月期の連結業績(平成 20 年４月 1日～平成 21 年３月 31 日) 

【訂正前】 

１．21 年３月期の連結業績(平成 20 年４月 1日～平成 21 年３月 31 日) 

 (3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 営業活動によるキャッシ

ュ･フロー 

投資活動によるキャッシ

ュ･フロー 

財務活動によるキャッシ

ュ･フロー 

現金及び現金同等物期末

残高 

 

21 年３月期 

20 年３月期 

百万円 

63 

964 

百万円

△252

1,060

百万円 

228 

△779 

百万円

3,575

3,210

 

【訂正後】 

１．21 年３月期の連結業績(平成 20 年４月 1日～平成 21 年３月 31 日) 

 (3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 営業活動によるキャッシ

ュ･フロー 

投資活動によるキャッシ

ュ･フロー 

財務活動によるキャッシ

ュ･フロー 

現金及び現金同等物期末

残高 

 

21 年３月期 

20 年３月期 

百万円 

63 

964 

百万円

△236

1,060

百万円 

212 

△779 

百万円

3,575

3,210

 

 

（２）５ページ  (2) 財政状態に関する分析 

【訂正前】 

(2) 財政状態に関する分析 

  キャッシュ・フローの状況                                                   （単位：百万円） 

 前期（平成 20 年３月期） 当期（平成 21 年３月期） 

営業活動によるキャッシュ･フロー 964 63

投資活動によるキャッシュ･フロー 1,060 △252

財務活動によるキャッシュ･フロー △779 228

現金及び現金同等物の期末残高 3,210 3,575

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

(中略) 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

     当期における投資活動により使用した資金は、前年同期に比べ 13億 12 百万円減少し２億 52百万円となりました。これは主に有形固定 

資産の取得による支出によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

     当期における財務活動により得られた資金は、前年同期に比べ 10億７百万円増加し２億 28百万円となりました。これは主に短期借入れ 

による収入、長期借入れによる収入及び、社債の償還、長期借入金の返済による支出によるものであります。 

(後略) 

 

【訂正後】 

(2) 財政状態に関する分析 

  キャッシュ・フローの状況                                                             （単位：百万円） 

 前期（平成 20 年３月期） 当期（平成 21 年３月期） 

営業活動によるキャッシュ･フロー 964 63

投資活動によるキャッシュ･フロー 1,060 △236

財務活動によるキャッシュ･フロー △779 212

現金及び現金同等物の期末残高 3,210 3,575

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

(中略) 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

     当期における投資活動により使用した資金は、前年同期に比べ 12億 96 百万円減少し２億 36百万円となりました。これは主に有形固定  

資産の取得による支出によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

     当期における財務活動により得られた資金は、前年同期に比べ９億 91百万円増加し２億 12百万円となりました。これは主に短期借入れ 

による収入、長期借入れによる収入及び、社債の償還、長期借入金の返済による支出によるものであります。 

(後略) 

 

 

（３）10～11 ページ  ４．連結財務諸表 (1) 連結貸借対照表 

【訂正前】 

４．連結財務諸表 

 （１）連結貸借対照表 



（単位：千円） 

前連結会計年度           当連結会計年度 

(平成 20 年３月 31 日)        (平成 21 年３月 31 日) 

 

資産の部 

   （中略） 

  固定資産 

   （中略） 

   投資その他の資産 

    投資有価証券                       ※１※２     455,867          ※１※２     233,185 

     (中略) 

    その他                               580,929                 664,894 

     （後略）  

 

 負債の部 

  流動負債 

   （中略） 

   1 年内返済予定の長期借入金                  ※１    200,800         ※１     311,400 

   （中略） 

   流動負債合計                            7,613,353                     6,432,684 

    固定負債 

   （中略） 

   長期借入金                            ※１    400,000               ※１     567,499 

   （中略） 

   固定負債合計                                                        3,685,237                           4,072,363 

      （後略） 

 

 

【訂正後】 

４．連結財務諸表 

 （１）連結貸借対照表 

（単位：千円） 

前連結会計年度           当連結会計年度 

(平成 20 年３月 31 日)        (平成 21 年３月 31 日) 

 

資産の部 

   （中略） 

  固定資産 

   （中略） 

   投資その他の資産 

    投資有価証券                       ※１※２    455,867          ※１※２   334,177 

     (中略) 

    その他                               580,929              563,901 

     （後略） 

 

 負債の部 

  流動負債 

   （中略） 

   1 年内返済予定の長期借入金                  ※１           200,800          ※１        344,724 

   （中略） 

   流動負債合計                                     7,613,353                          6,466,008 

    固定負債 

   （中略） 

   長期借入金                                   ※１    400,000                 ※１   534,175 

   （中略） 

   固定負債合計                                                        3,685,237                          4,039,039 

      （後略） 

 

 

（３）12～13 ページ  ４．連結財務諸表  (2) 連結損益計算書 

【訂正前】 

４．連結財務諸表 



 （２）連結損益計算書 

（単位：千円） 

前連結会計年度                   当連結会計年度 

(自 平成 19 年４月 １日          (自 平成 20 年４月 １日 

至 平成 20 年３月 31 日)          至  平成 21 年３月 31 日) 

 

(中略) 

 特別利益 

   投資有価証券売却益                             －                21 

   関係会社株式売却益                           680,650                                － 

   貸倒引当金戻入額                                           14,693                             1,011 

   固定資産売却益                                                              －                  1,000 

   特別利益合計                                                          695,344                             2,032 

 

 特別損失 

   固定資産廃棄損                                          ※3  1,912                         ※3  2,201 

     たな卸資産廃棄損                                           92,228                                － 

     投資有価証券評価損                                         2,999                             6,205 

     ゴルフ会員権評価損                                         2,999                                － 

     本社解体費用                                        71,830                    － 

   過年度退職給付費用                                   ※4 270,670                    － 

     固定資産売却損                                         －                  14,176 

     減損損失                                               ※5 133,122                         ※5 32,658 

   出資金処分損                                          2,480                      － 

   特別退職金                                             －                  273,577 

     リース解約損                                           －                  24,771 

   その他                                                 －                   1,639 

   特別損失合計                                                           578,244                           355,319 

   (後略) 

 

【訂正後】 

４．連結財務諸表 

 （２）連結損益計算書 

（単位：千円） 

前連結会計年度              当連結会計年度 

(自 平成 19 年４月 １日          (自 平成 20 年４月 １日 

至 平成 20 年３月 31 日)         至  平成 21 年３月 31 日) 

 

(中略) 

 特別利益 

   固定資産売却益                                                              －               ※3  1,000 

   投資有価証券売却益                                       －                    21 

   関係会社株式売却益                                     680,650                               － 

   貸倒引当金戻入額                                           14,693                            1,011 

   特別利益合計                                                          695,344                            2,032 

 

 特別損失 

   固定資産売却損                                         －               ※4 14,176 

     減損損失                                               ※7 133,122                        ※7 32,658 

固定資産廃棄損                                          ※5  1,912                        ※5  2,201 



     たな卸資産廃棄損                                           92,228                               － 

     投資有価証券評価損                                         2,999                            6,295 

     ゴルフ会員権評価損                                         2,999                               － 

     本社解体費用                                        71,830                   － 

   過年度退職給付費用                                   ※6 270,670                   － 

   出資金処分損                                          2,480                     － 

   特別退職金                                             －              ※8  273,577 

     リース解約損                                           －                 24,771 

   その他                                                 －                  1,639 

   特別損失合計                                                           578,244                          355,319 

   (後略) 

 

 

（３）16～17 ページ  ４．連結財務諸表  (4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

【訂正前】 

４．連結財務諸表 

 （４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

前連結会計年度              当連結会計年度 

(自 平成 19 年４月 １日           (自 平成 20 年４月 １日 

至 平成 20 年３月 31 日)          至  平成 21 年３月 31 日) 

 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 

   (中略) 

   固定資産廃棄損                                        1,912                  2,201 

   投資有価証券売却損益（△は益）                                              －                  △21 

   (中略) 

   たな卸資産の増減額（△は増加）                                          99,768                          125,853 

     (中略) 

 投資活動によるキャッシュ・フロー 

   (中略) 

   固定資産の取得による支出                                   △35,658                 △319,893 

   (中略) 

投資活動によるキャッシュ・フロー                                     1,060,318                △252,333 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 

  (中略) 

   自己株式の売却による収入                                              2,250                            2,700 

     親会社による配当金の支払額                                            △76,604                △88,313 

その他                                          △21,596                   － 

財務活動によるキャッシュ・フロー                                     △779,557                 228,513 

   (後略) 

 

【訂正後】 

４．連結財務諸表 

 （４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

前連結会計年度               当連結会計年度 

(自 平成 19 年４月 １日           (自  平成 20 年４月 １日 

至 平成 20 年３月 31 日)          至  平成 21 年３月 31 日) 

 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 

   (中略) 

   固定資産廃棄損                                        1,912                 2,201 

   たな卸資産廃棄損                                      92,228                              － 

投資有価証券売却損益（△は益）                                              －                 △21 

   (中略) 

   たな卸資産の増減額（△は増加）                                           7,540                         125,853 

     (中略) 

 投資活動によるキャッシュ・フロー 

   (中略) 



   固定資産の取得による支出                                  △35,658                 △303,731 

   (中略) 

投資活動によるキャッシュ・フロー                                     1,060,318                △236,171 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 

  (中略) 

   自己株式の売却による収入                                              2,250                           2,700 

     リース債務の返済による支出                                   －               △16,162 

親会社による配当金の支払額                                            △76,604               △88,313 

その他                                           △21,596                  － 

財務活動によるキャッシュ・フロー                                     △779,557                    212,351 

   (後略) 

 

 

（４）24 ページ  (連結貸借対照表関係) 

【訂正前】 

(連結貸借対照表関係) 

前連結会計年度 

(平成 20 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(平成 21 年３月 31 日) 

 ※１ 担保資産及び担保付債務 

(中略) 

担保付債務は次のとおりであります。 

     買掛金                800,000 千円 

     短期借入金                  1,100,000 千円 

     一年以内返済予定の 

     長期借入金              171,400 千円 

     長期借入金              133,600 千円 

     

 計                 2,205,000 千円 

 

【訂正後】 

(連結貸借対照表関係) 

前連結会計年度 

(平成 20 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(平成 21 年３月 31 日) 

 ※１ 担保資産及び担保付債務 

(中略) 

担保付債務は次のとおりであります。 

     買掛金                800,000 千円 

     短期借入金                  1,200,000 千円 

     一年以内返済予定の 

     長期借入金              171,400 千円 

     長期借入金              133,600 千円 

     

 計                 2,305,000 千円 

 

 

（５）25 ページ  (連結損益計算書関係) 

【訂正前】 

(連結損益計算書関係) 

前連結会計年度 

(自 平成 19 年４月 １日 

  至 平成 20 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 20 年４月 １日 

  至 平成 21 年３月 31 日) 

 ※２ 販売費及び一般管理費並びに当期製造費用に含まれる研究開発 

費は、173,358 千円であります。  

 

【訂正後】 

(連結損益計算書関係) 

前連結会計年度 

(自 平成 19 年４月 １日 

  至 平成 20 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 20 年４月 １日 

  至 平成 21 年３月 31 日) 

 ※２ 販売費及び一般管理費並びに当期製造費用に含まれる研究開発 

費は、185,938 千円であります。 

 

 



（６）30ページ  (１株当たり情報) 

【訂正前】 

(１株当たり情報) 

前連結会計年度 

(自 平成 19 年４月 １日 

  至 平成 20 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 20 年４月 １日 

  至 平成 21 年３月 31 日) 

 (中略) 

 潜在株式調整後 

1株当たり当期純利益                         71 円 49 銭 

 (中略) 

 潜在株式調整後                     潜在株式がないため 

 1 株当たり当期純利益                 記載をしておりません。 

    （中略） 

  （注） 1 株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

      

項目 

前連結会計年度 

(自 平成 19 年４月 １日 

  至 平成 20 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 20 年４月 １日 

  至 平成 21 年３月 31 日) 

１株当たり当期純利益金額 (中略) (中略) 

潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額 

 当期純利益調整額（千円） － － 

 普通株式増加数（千株） 66 11 

 （うち新株予約権） (66) (11) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後 1 株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

該当事項はありません 同左 

 

【訂正後】 

(１株当たり情報) 

前連結会計年度 

(自 平成 19 年４月 １日 

  至 平成 20 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 20 年４月 １日 

  至 平成 21 年３月 31 日) 

 (中略) 

 潜在株式調整後 

 1 株当たり当期純利益                    71 円 49 銭 

 

 (中略) 

 潜在株式調整後           

 1 株当たり当期純利益                                 － 

 なお、潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額については、潜在株

式は存在するものの１株当たり当期純損失であるため記載しておりま

せん。             

    （中略） 

  （注） 1 株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

      

項目 

前連結会計年度 

(自 平成 19 年４月 １日 

  至 平成 20 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 20 年４月 １日 

  至 平成 21 年３月 31 日) 

１株当たり当期純利益金額 (中略) (中略) 

潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額 

 当期純利益調整額（千円） －  －

 普通株式増加数（千株）  66 －

 （うち新株予約権） (66) －  

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後 1 株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

該当事項はありません － 

 

 

（７）33 ページ  ５．個別財務諸表 (1) 貸借対照表 

【訂正前】 

５．個別財務諸表 

  (1) 貸借対照表 

（単位：千円） 

前事業年度        当事業年度 

(平成 20 年３月 31 日)   (平成 21 年３月 31 日) 

 

資産の部 

   （中略） 

  固定資産 

   （中略） 

   投資その他の資産 



    投資有価証券                                     356,405                 233,185 

     (中略) 

    その他                                        497,701                   587,477 

     （後略） 

 

【訂正後】 

５．個別財務諸表 

  (1) 貸借対照表 

（単位：千円） 

前事業年度        当事業年度  

(平成 20 年３月 31 日)   (平成 21 年３月 31 日) 

 

資産の部 

   （中略） 

  固定資産 

   （中略） 

   投資その他の資産 

    投資有価証券                                               356,405                   334,177 

     (中略) 

    その他                                               497,701                   486,484 

     （後略） 

 

 

（７）36 ページ  ５．個別財務諸表  (2) 損益計算書 

【訂正前】 

５．個別財務諸表 

  (2) 損益計算書 

（単位：千円） 

前事業年度        当事業年度 

(自 平成 19 年４月 １日    (自 平成 20 年４月 １日 

至 平成 20 年３月 31 日)   至  平成 21 年３月 31 日) 

 

(中略) 

 特別利益 

   関係会社株式売却益                              1,060,358                         － 

   貸倒引当金戻入額                                     19,308                         － 

   固定資産売却益                                                        －            571 

   投資有価証券売却益                                  －             21 

特別利益合計                                                  1,079,667                        592 

 

 特別損失 

   固定資産廃棄損                                        1,912                      2,096 

     たな卸資産廃棄損                                      92,228                         － 

     投資有価証券評価損                                                  2,999                      6,295 

     ゴルフ会員権評価損                                                  2,999                         － 

     本社解体費用                                                 71,830             － 

   過年度退職給付費用                                               264,148                － 

     関係会社株式評価損                                               184,995                    127,471 

     減損損失                                                              －                     32,658 

   特別退職金                                                      －          273,577 

   貸倒引当金繰入額                                                 －           14,894 

   特別損失合計                                                                    621,116                    456,994 

   (後略) 

 



【訂正後】 

５．個別財務諸表 

  (2) 損益計算書 

（単位：千円） 

前事業年度           当事業年度 

(自 平成 19 年４月 １日   (自 平成 20 年４月 １日 

至 平成 20 年３月 31 日)  至  平成 21 年３月 31 日) 

 

(中略) 

 特別利益 

   固定資産売却益                                                                       －            571 

   投資有価証券売却益                                                 －             21 

関係会社株式売却益                                             1,060,358                         － 

   貸倒引当金戻入額                                                    19,308                         － 

   特別利益合計                                                                 1,079,667                        592 

 

 特別損失 

    減損損失                                                             －                     32,658 

固定資産廃棄損                                                       1,912                      2,096 

     たな卸資産廃棄損                                                    92,228                         － 

     投資有価証券評価損                                                  2,999                      6,295 

     ゴルフ会員権評価損                                                  2,999                         － 

     本社解体費用                                                 71,830             － 

   過年度退職給付費用                                               264,148                － 

     関係会社株式評価損                                              184,995                    127,471 

   特別退職金                                                      －          273,577 

   貸倒引当金繰入額                                                 －           14,894 

   特別損失合計                                                                    621,116                    456,994 

   (後略) 

 

以上 

 


