
 

平成 21 年 11 月６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) 過年度決算短信の一部訂正について 

 

 当社の平成 22 年３月期第２四半期連結決算の準備段階におきまして、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誤りがあることが判明いたしましたので、

下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

【訂正箇所】 

訂正箇所は下線を付して表示しております。 

 

（１）１頁     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) 

（２）２頁     １．21 年３月期の個別業績(平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日)    

（３）５頁     １．経営成績 

           (2)財政状態に関する分析 

（４）10 頁～15 頁   ４．連結財務諸表 

           (1)連結貸借対照表 

           (3)連結株主資本等変動計算書 

（５）30 頁     （１株当たり情報） 

（６）32 頁～39 頁  ５．個別財務諸表 

           (1)貸借対照表 

           (3)株主資本等変動計算書 

 

【訂正理由】 

 平成21年3月期決算におきまして、固定資産の減損損失の計上に伴い土地再評価差額金及び関連する 

繰延税金資産について取崩しを行いましたが、当該繰延税金資産については取崩しの必要がないもの 

であったため、以下の訂正を行うものであります。なお、当該取崩し処理は、「利益剰余金」を通じ 

て行われており、訂正による損益への影響はありません。 

 



（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) 

 (2)連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 1 株当たり純資産 

 

21 年 3月期 

20 年 3月期 

百万円 

17,569 

19,359 

百万円

7,064

8,060

％ 

40.2 

41.6 

円銭

1,197.04

1,365.30

 （参考）自己資本      21 年 3月期 7,064 百万円   20 年 3月期 8,060 百万円 

 

【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) 

 (2)連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 1 株当たり純資産 

 

21 年 3月期 

20 年 3月期 

百万円 

17,569 

19,359 

百万円

7,175

8,060

％ 

40.8 

41.6 

円銭

1,215.82

1,365.30

 （参考）自己資本      21 年 3月期 7,175 百万円   20 年 3月期 8,060 百万円 

 

 

（２）２ページ  １．21 年３月期の個別業績(平成 20 年４月１日～平成 21年３月 31 日) 

【訂正前】 

１．21 年３月期の個別業績(平成 20 年４月１日～平成 21年３月 31 日) 

 (2)個別財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 1 株当たり純資産 

 

21 年 3月期 

20 年 3月期 

百万円 

16,847 

18,610 

百万円

7,044

8,012

％ 

41.8 

43.1 

円銭

1,193.65

1,357.14

 （参考）自己資本      21 年 3月期 7,044 百万円   20 年 3月期 8,012 百万円 

 

【訂正後】 

１．21 年３月期の個別業績(平成 20 年４月１日～平成 21年３月 31 日) 

 (2)個別財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 1 株当たり純資産 

 

21 年 3月期 

20 年 3月期 

百万円 

16,847 

18,610 

百万円

7,155

8,012

％ 

42.5 

43.1 

円銭

1,212.43

1,357.14

 （参考）自己資本      21 年 3月期 7,155 百万円   20 年 3月期 8,012 百万円 

 



（３）５ページ  １．経営成績   (2)財政状態に関する分析 

【訂正前】 

 当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

  平成 17 年３月期 平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期 平成 21 年３月期

自己資本比率（％） 39.7 40.3 43.5 41.6 40.2

時価ベースの株主資本比率（％） 19.4 25.6 22.7 13.7 9.7

債務償還年数（年） 3.9 6.1 6.9 3.1 55.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 22.7 17.2 11.6 17.0 1.2

 （注）省略 

 

【訂正後】 

 当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

  平成 17 年３月期 平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期 平成 21 年３月期

自己資本比率（％） 39.7 40.3 43.5 41.6 40.8

時価ベースの株主資本比率（％） 19.4 25.6 22.7 13.7 9.7

債務償還年数（年） 3.9 6.1 6.9 3.1 55.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 22.7 17.2 11.6 17.0 1.2

 （注）省略 

 

 

（４）10 ページ～11 ページ   ４．連結財務諸表   (1)連結貸借対照表 

【訂正前】 

（単位：千円）    

      
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)  

資産の部      

（省略） 

負債の部       

 流動負債      

（省略） 

 固定負債  

  社債 1,100,000 1,000,000

  長期借入金 ※1   400,000 ※1  534,175

  リース債務       － 183,019

  繰延税金負債   1,440,452 1,473,381

  退職給付引当金 273,695 353,966

  役員退職慰労引当金 105,464 123,312

  その他 365,624 371,185

  固定負債合計 3,685,237 4,039,039

 負債合計 11,298,591 10,505,048

純資産の部  

 株主資本 

  資本金 2,533,499 2,533,499

  資本剰余金 1,704,219 1,704,219

  利益剰余金 5,854,861 4,757,411

  自己株式 △330,340 △330,149

  株主資本合計 9,762,239 8,664,979

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 99,402 19,321

  土地再評価差額金            ※3  △1,801,043     ※3  △1,620,028 

  評価・換算差額等合計 △1,701,641 △1,600,706

 純資産合計 8,060,597 7,064,272

負債純資産合計 19,359,188 17,569,321

 

 

 



【訂正後】 

（単位：千円）  

      
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)  

資産の部      

（省略） 

負債の部       

 流動負債      

（省略） 

 固定負債  

  社債 1,100,000 1,000,000

  長期借入金 ※1  400,000 ※1  534,175

  リース債務 － 183,019

  繰延税金負債 1,440,452 1,362,536

  退職給付引当金 273,695 353,966

  役員退職慰労引当金 105,464 123,312

  その他 365,624 371,185

  固定負債合計 3,685,237 3,928,194

 負債合計 11,298,591 10,394,203

純資産の部  

 株主資本 

  資本金 2,533,499 2,533,499

  資本剰余金 1,704,219 1,704,219

  利益剰余金 5,854,861 4,868,256

  自己株式 △330,340 △330,149

  株主資本合計 9,762,239 8,775,824

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 99,402 19,321

  土地再評価差額金 ※3  △1,801,043 ※3  △1,620,028

  評価・換算差額等合計 △1,701,641 △1,600,706

 純資産合計 8,060,597 7,175,117

負債純資産合計 19,359,188 17,569,321

 

 

（４）14 ページ～15 ページ   ４．連結財務諸表   (3)連結株主資本等変動計算書 

【訂正前】 

(単位：千円)  

 

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) 

株主資本  

 資本金 

(省略) 

 資本剰余金 

(省略) 

 利益剰余金 

  前期末残高 5,505,251 5,854,861

  当期変動額 

   剰余金の配当 △76,760 △88,558

   当期純利益又は当期純損失（△） 427,130 △716,127

   自己株式の処分 △760 △904

   土地再評価差額金の取崩 － △291,859

   当期変動額合計 349,609 △1,097,450

  当期末残高 5,854,861 4,757,411

 自己株式 

(省略) 

 株主資本合計 

  前期末残高 9,412,425 9,762,239

  当期変動額  



   剰余金の配当 △76,760 △88,558

   当期純利益又は当期純損失（△） 427,130 △716,127

   自己株式の取得 △2,806 △3,413

   自己株式の処分 2,250 2,700

   土地再評価差額金の取崩 － △291,859

   当期変動額合計 349,813 △1,097,259

  当期末残高 9,762,239 8,664,979

評価・換算差額等  

(省略) 

少数株主持分 

(省略) 

純資産合計 

 前期末残高 7,814,860 8,060,597

 当期変動額  

  剰余金の配当 △76,760 △88,558

  当期純利益又は当期純損失（△） 427,130 △716,127

  自己株式の取得 △2,806 △3,413

  自己株式の処分 2,250 2,700

  土地再評価差額金の取崩 － △291,859

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △104,076 100,934

  当期変動額合計 245,737 △996,324

 当期末残高 8,060,597 7,064,272

 

【訂正後】 

(単位：千円)  

   

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) 

株主資本  

 資本金 

(省略) 

 資本剰余金 

(省略) 

 利益剰余金 

  前期末残高 5,505,251 5,854,861

  当期変動額 

   剰余金の配当 △76,760 △88,558

   当期純利益又は当期純損失（△） 427,130 △716,127

   自己株式の処分 △760 △904

   土地再評価差額金の取崩 － △181,014

   当期変動額合計 349,609 △986,605

  当期末残高 5,854,861 4,868,256

 自己株式 

(省略) 

 株主資本合計 

  前期末残高 9,412,425 9,762,239

  当期変動額  

   剰余金の配当 △76,760 △88,558

   当期純利益又は当期純損失（△） 427,130 △716,127

   自己株式の取得 △2,806 △3,413

   自己株式の処分 2,250 2,700

   土地再評価差額金の取崩 － △181,014

   当期変動額合計 349,813 △986,414

  当期末残高 9,762,239 8,775,824

評価・換算差額等  

(省略) 

少数株主持分 

(省略) 

純資産合計 

 前期末残高 7,814,860 8,060,597



 当期変動額  

  剰余金の配当 △76,760 △88,558

  当期純利益又は当期純損失（△） 427,130 △716,127

  自己株式の取得 △2,806 △3,413

  自己株式の処分 2,250 2,700

  土地再評価差額金の取崩 － △181,014

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △104,076 100,934

  当期変動額合計 245,737 △885,479

 当期末残高 8,060,597 7,175,117

   

 

（５）30 頁     （１株当たり情報） 

【訂正前】 

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株当たり純資産額  1,365 円 31 銭 

１株当たり当期純利益     72 円 30 銭 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
    71 円 49 銭 

 

１株当たり純資産額    1,197 円 04 銭 

１株当たり当期純損失(△)  △121 円 31 銭 

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。 

  

（注)  １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。   

項目 
前連結会計年度末 

平成 20 年３月 31 日 

当連結会計年度末 

平成 21 年３月 31 日 

純資産の部の合計額（千円） 8,060,597 7,064,272 

 純資産の部の合計額から控除する金額 

 （千円） 
－ － 

（うち少数株主持分） (－) (－) 

普通株式に係る期末の純資産額（千

円） 
8,060,597 7,064,272 

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた期末の普通株式の数（千株） 
5,903 5,901 

（注） （省略）  

 

【訂正後】 

 

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株当たり純資産額  1,365 円 31 銭  

１株当たり当期純利益     72 円 30 銭  

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
    71 円 49 銭  

 

１株当たり純資産額   1,215 円 82 銭  

１株当たり当期純損失(△)  △121 円 31 銭  

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。 

  

（注)  １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。   

項目 
前連結会計年度末 

平成 20 年３月 31 日 

当連結会計年度末 

平成 21 年３月 31 日 

純資産の部の合計額（千円） 8,060,597 7,175,117 

 純資産の部の合計額から控除する金額 

 （千円） 
－ － 



項目 
前連結会計年度末 

平成 20 年３月 31 日 

当連結会計年度末 

平成 21 年３月 31 日 

（うち少数株主持分） (－) (－) 

普通株式に係る期末の純資産額（千

円） 
8,060,597 7,175,117 

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた期末の普通株式の数（千株） 
5,903 5,901 

（注） （省略）  

 

 

（６）32 頁～34 頁  ５．個別財務諸表   (1)貸借対照表 

【訂正前】 

（単位：千円）  

 
前事業年度 

(平成 20 年３月 31 日) 

当事業年度 

(平成 21 年３月 31 日) 

資産の部  

(省略) 

負債の部  

 
流動負債  

(省略)   

 固定負債  

  社債 1,100,000 1,000,000

  長期借入金   315,000   503,600

  長期預り金 298,783 296,181

  リース債務 － 98,348

  繰延税金負債  1,370,358 1,412,595

  退職給付引当金  211,317 284,869

  役員退職慰労引当金  97,774 112,304

  その他  56,645 55,498

  固定負債合計  3,449,879 3,763,397

 負債合計 10,598,532 9,803,643

純資産の部 

 株主資本  

  資本金 2,533,499 2,533,499

  資本剰余金 

   資本準備金 1,704,219 1,704,219

   資本剰余金合計 1,704,219 1,704,219

  利益剰余金 

   利益準備金 170,319 170,319

   その他利益剰余金 

    固定資産圧縮積立金 2,113,201 2,099,105

    別途積立金 2,250,000 2,250,000

    繰越利益剰余金 1,273,157 217,958

   利益剰余金合計 5,806,677 4,737,383

  自己株式 △330,340 △330,149

  株主資本合計 9,714,055 8,644,951

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 99,402 19,321

  土地再評価差額金   △1,801,043   △1,620,028

  評価・換算差額等合計 △1,701,641 △1,600,706

 純資産合計 8,012,414 7,044,244

負債純資産合計 18,610,946 16,847,888

  

 

 

 

 



【訂正後】 

（単位：千円）  

 
前事業年度 

(平成 20 年３月 31 日) 

当事業年度 

(平成 21 年３月 31 日) 

資産の部  

(省略) 

負債の部  

 
流動負債  

(省略)   

 固定負債  

  社債 1,100,000 1,000,000

  長期借入金   315,000   503,600

  長期預り金 298,783 296,181

  リース債務 － 98,348

  繰延税金負債  1,370,358 1,301,750

  退職給付引当金  211,317 284,869

  役員退職慰労引当金  97,774 112,304

  その他  56,645 55,498

  固定負債合計  3,449,879 3,652,552

 負債合計 10,598,532 9,692,798

純資産の部 

 株主資本  

  資本金 2,533,499 2,533,499

  資本剰余金 

   資本準備金 1,704,219 1,704,219

   資本剰余金合計 1,704,219 1,704,219

  利益剰余金 

   利益準備金 170,319 170,319

   その他利益剰余金 

    固定資産圧縮積立金 2,113,201 2,099,105

    別途積立金 2,250,000 2,250,000

    繰越利益剰余金 1,273,157 328,803

   利益剰余金合計 5,806,677 4,848,228

  自己株式 △330,340 △330,149

  株主資本合計 9,714,055 8,755,796

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 99,402 19,321

  土地再評価差額金   △1,801,043   △1,620,028

  評価・換算差額等合計 △1,701,641 △1,600,706

 純資産合計 8,012,414 7,155,089

負債純資産合計 18,610,946 16,847,888

  

 

（６）37 頁～39 頁  ５．個別財務諸表   (3)株主資本等変動計算書 

【訂正前】 

（単位：千円） 

            

前事業年度 

(自 平成 19 年４月１日 

   至 平成 20 年３月 31 日)  

当事業年度 

(自 平成 20 年４月１日 

   至 平成 21 年３月 31 日) 

株主資本  

 
資本金 

    (省略) 

 
資本剰余金 

    (省略) 

 利益剰余金    

  
利益準備金 

(省略) 



  その他利益剰余金 

   
固定資産圧縮積立金 

(省略) 

   
別途積立金 

(省略) 

   繰越利益剰余金 

    前期末残高 486,596 1,273,157

    当期変動額 

     剰余金の配当 △76,760 △88,558

     固定資産圧縮積立金の取崩 14,586 14,096

     当期純利益又は当期純損失（△） 849,495 △687,972

     自己株式の処分 △760 △904

     土地再評価差額金の取崩 － △291,859

     当期変動額合計 786,560 △1,055,198

    当期末残高 1,273,157 217,958

   利益剰余金合計 

    前期末残高 5,034,703 5,806,677

    当期変動額 

     剰余金の配当 △76,760 △88,558

     固定資産圧縮積立金の取崩 － －

     当期純利益又は当期純損失（△） 849,495 △687,972

     自己株式の処分 △760 △904

     土地再評価差額金の取崩 － △291,859

     当期変動額合計 771,974 △1,069,294

    当期末残高 5,806,677 4,737,383

 
自己株式 

(省略) 

 株主資本合計 

  前期末残高 8,941,876 9,714,055

  当期変動額 

   剰余金の配当 △76,760 △88,558

   当期純利益又は当期純損失（△） 849,495 △687,972

   自己株式の取得 △2,806 △3,413

   自己株式の処分 2,250 2,700

   土地再評価差額金の取崩 － △291,859

   当期変動額合計 772,178 △1,069,103

  当期末残高 9,714,055 8,644,951

評価・換算差額等  

      (省略) 

純資産合計 

 前期末残高 7,339,350 8,012,414

 当期変動額 

  剰余金の配当 △76,760 △88,558

  当期純利益又は当期純損失（△） 849,495 △687,972

  自己株式の取得 △2,806 △3,413

  自己株式の処分 2,250 2,700

  土地再評価差額金の取崩 － △291,859

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △99,115 100,934

  当期変動額合計 673,063 △968,169

 当期末残高 8,012,414 7,044,244

 

【訂正後】 

（単位：千円）  

            

前事業年度 

(自 平成 19 年４月１日 

  至 平成 20 年３月 31 日)  

当事業年度 

(自 平成 20 年４月１日 

  至 平成 21 年３月 31 日) 

株主資本  

 
資本金 

    (省略) 



 
資本剰余金 

    (省略) 

 利益剰余金 

  
利益準備金 

                                                      (省略) 

  その他利益剰余金    

   
固定資産圧縮積立金 

(省略) 

   
別途積立金 

(省略) 

   繰越利益剰余金 

    前期末残高 486,596 1,273,157

    当期変動額 

     剰余金の配当 △76,760 △88,558

     固定資産圧縮積立金の取崩 14,586 14,096

     当期純利益又は当期純損失（△） 849,495 △687,972

     自己株式の処分 △760 △904

     土地再評価差額金の取崩 － △181,014

     当期変動額合計 786,560 △944,353

    当期末残高 1,273,157 328,803

   利益剰余金合計 

    前期末残高 5,034,703 5,806,677

    当期変動額 

     剰余金の配当 △76,760 △88,558

     固定資産圧縮積立金の取崩 － －

     当期純利益又は当期純損失（△） 849,495 △687,972

     自己株式の処分 △760 △904

     土地再評価差額金の取崩 － △181,014

     当期変動額合計 771,974 △958,449

    当期末残高 5,806,677 4,848,228

 
自己株式 

(省略) 

 株主資本合計 

  前期末残高 8,941,876 9,714,055

  当期変動額 

   剰余金の配当 △76,760 △88,558

   当期純利益又は当期純損失（△） 849,495 △687,972

   自己株式の取得 △2,806 △3,413

   自己株式の処分 2,250 2,700

   土地再評価差額金の取崩 － △181,014

   当期変動額合計 772,178 △958,258

  当期末残高 9,714,055 8,755,796

評価・換算差額等  

      (省略) 

純資産合計 

 前期末残高 7,339,350 8,012,414

 当期変動額 

  剰余金の配当 △76,760 △88,558

  当期純利益又は当期純損失（△） 849,495 △687,972

  自己株式の取得 △2,806 △3,413

  自己株式の処分 2,250 2,700

  土地再評価差額金の取崩 － △181,014

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △99,115 100,934

  当期変動額合計 673,063 △857,324

 当期末残高 8,012,414 7,155,089

  

以 上 

 

 


