
  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 

  

        

平成23年３月期  第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成22年８月12日

上場会社名 株式会社エルクコーポレーション 上場取引所  大 

コード番号 9833 ＵＲＬ  http://www.elkc.co.jp/ 

代表者          （役職名） 代表取締役社長 （氏名）松本 啓二 

問合せ先責任者  （役職名） 取締役財務・戦略物流部長 （氏名）玉井 伯樹 （ＴＥＬ）  06-6942-2309 

四半期報告書提出予定日 平成22年８月12日 配当支払開始予定日 － 

四半期決算補足説明資料作成の有無：無     

四半期決算説明会開催の有無      ：無     

  （百万円未満切捨て）

（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

23年３月期第１四半期  4,830  △11.3  △184  －  △178  －  △190  －

22年３月期第１四半期  5,446  5.0  △133  －  △134  －  △143  －

  
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり 
四半期純利益 

  円 銭 円 銭 

23年３月期第１四半期  △33  54  －  －

22年３月期第１四半期  △24  78  －  －

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

  百万円 百万円 ％ 円 銭 

23年３月期第１四半期  16,635  6,972  41.9  1,230  67

22年３月期  17,826  7,244  40.6  1,269  31

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 6,972百万円 22年３月期 7,244百万円

  
年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

  円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

22年３月期  －  －  － － － － 10 00  10  00

23年３月期  －  －

23年３月期（予想）  － － － － 10 00  10  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり
当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

第２四半期（累計）  11,000  △3.2  △120  －  △120  －  △130  －  －  －

通期  25,000  2.9  220  0.2  210  6.6  150  △18.2  26  21



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規     －  社 （社名）  －      、除外    －  社  （社名） － 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：有 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作

成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外でありますが、この四半期決算短信

の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しております。  

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記に記載しました業績予想等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多

分に不確実な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合がありま

す。  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 6,453,689株 22年３月期 6,453,689株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 788,238株 22年３月期 746,238株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 5,679,451株 22年３月期１Ｑ 5,772,118株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結会計期間における当社グループ（当社及び連結子会社）を取り巻く環境は、景気対策あるいは

社会保障制度の充実の観点から医療制度改革の推進などの医療費抑制政策を見直す動きがあり、本年４月の診療報

酬改定では10年ぶりにプラス改定となりましたが、医療機関の経営環境は未だ厳しい状況にあります。一方では、

医療費抑制の一環として病気にならない仕組みづくりが重視され、国民の健康意識の高まりとともに生活習慣病予

防、介護予防といった予防分野は大きく拡大していく方向にあります。  

 このような状況のなか、当社グループは激変する市場環境に対応すべく、更なる事業構造改革の推進に取り組

むとともに、顧客基盤の拡大と充実を図るため、既存顧客の深耕並びに新規顧客口座獲得に注力しております。 

 当第１四半期連結会計期間におきましては、引き続きフィルムレス化が進展しているほか、薬価引き下げによ

り医療材料の販売単価が低下し、医療用Ｘ線フィルム及び関連商品の売上高は減少いたしました。一方でＰＡＣ

Ｓ等のシステムは前年同期を上回る売上高となりましたが、フィルムの減少をカバーするまでには至りませんで

した。また、昨年は新型インフルエンザの発生に伴いマスクや感染症キット等の対策用品の売上高が急増いたし

ましたが、沈静化により平常に戻ったため、感染予防分野の売上高は減少いたしました。ヘルスケア分野では平

成22年１月に販売を開始いたしました全自動血圧計ＵＤＥＸ－ｉが順調に推移し、売上高は増加いたしました。 

  その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は48億30百万円（前年同期比６億15百万円減）となりました。売

上高の減少に対し、期中より様々な経費抑制策を実施いたしましたが、販売費及び一般管理費を抑えることができ

ず、営業損失は１億84百万円（前年同期比50百万円増）、経常損失は１億78百万円（前年同期比43百万円増）、四

半期純損失は１億90百万円（前年同期比47百万円増）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①財政状態  

（資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は166億35百万円（前連結会計期間末は178億26百万円）となり、11

億91百万円減少しました。これは現金及び預金が５億84百万円、無形固定資産が２億97百万円増加したことや、受

取手形及び売掛金が20億28百万円減少したことなどによるものです。 

（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における負債は96億63百万円（前連結会計期間末は105億82百万円）となり、９億

18百万円減少しました。これはその他固定負債が２億50百万円増加したことや、支払手形及び買掛金が９億66百万

円、短期借入金が１億円減少したことなどによるものです。 

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は69億72百万円（前連結会計期間末は72億44百万円）とな

り、２億72百万円減少しました。これは利益剰余金が２億47百万円減少したことなどによるものです。 

②キャッシュ・フローの状況  

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前年同四半期末に比べ

て現金及び現金同等物が２億27百万円減少しましたため、35億97百万円となりました。  

 また、当第１四半期連結会計期間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。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間において営業活動の結果、獲得した資金７億81百万円（前年同四半期は３億35百万

円の獲得）となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失、法人税等の支払額の増加及び仕入債務の減少

があったものの、売上債権の減少及び引当金の増加があったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間において投資活動の結果、獲得した資金は68百万円（前年同四半期は79百万円の獲

得）となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入、貸付金の回収による収入があったものの、有形

固定資産の取得による支出があったこと等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は２億65百万円（前年同四半期は１億65百万

円の使用）となりました。これは主に短期借入金の返済による支出及び長期借入金の返済による支出等によるも

のであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 業績予想につきましては、平成22年５月14日に公表のとおり、変更はありません。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 一般債権の貸倒見積高の算定について、前連結会計年度より著しい変化がないと判断したため、貸倒実績率を

前連結会計年度に算定した実績率を使用して、当四半期の一般債権の貸倒見積高を算出しております。 

  

②連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去 

 取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額に合わせる方法により相殺消

去しております。 

  

③繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ一時差異の発生状況に

著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタックス・プラ

ンニングを利用する方法により算定しております。また、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ一時差異の

発生状況に著しい変化があると認められる場合には、当該影響を加味して算定しております。 

  

④固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によ

っております。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 たな卸資産の評価方法の変更  

  当第１四半期連結会計期間より、当社における商品の評価方法を先入先出法による原価法（貸借対照表価額に

ついては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）から月次総平均法による原価法（貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更いたしました。これは基幹システムの変更を機に当社の商品の

評価方法を見直し、収益と費用のより適正な対応を図ることで期間損益をより適正に計算することを目的として

おります。  

 なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

  

 資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31

日）を適用しております。 

 これにより、営業損失、経常損失は114千円、税金等調整前四半期純損失は、10,571千円増加しております。 

  

 表示方法の変更  

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適

用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。  

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,697,573 3,112,744

受取手形及び売掛金 4,987,170 7,015,951

商品及び製品 1,370,571 1,340,067

仕掛品 5,137 8,479

原材料及び貯蔵品 249,968 205,778

繰延税金資産 95,677 95,521

その他 214,943 287,335

貸倒引当金 △8,664 △10,924

流動資産合計 10,612,377 12,054,953

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,740,242 2,740,242

その他（純額） 1,246,457 1,254,146

有形固定資産合計 3,986,700 3,994,389

無形固定資産   

のれん 6,393 6,923

その他 450,906 153,250

無形固定資産合計 457,300 160,173

投資その他の資産 1,579,401 1,617,439

固定資産合計 6,023,401 5,772,001

資産合計 16,635,779 17,826,955

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,577,592 5,544,172

短期借入金 － 100,000

1年内返済予定の長期借入金 277,840 286,171

1年内償還予定の社債 96,000 96,000

未払法人税等 11,362 43,382

賞与引当金 70,112 9,683

その他 462,270 556,807

流動負債合計 5,495,176 6,636,216

固定負債   

社債 1,204,000 1,204,000

長期借入金 334,175 398,074

繰延税金負債 1,351,216 1,357,681

退職給付引当金 472,216 452,793

役員退職慰労引当金 51,965 47,697

資産除去債務 18,124 －

その他 736,602 485,978

固定負債合計 4,168,299 3,946,224
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債合計 9,663,476 10,582,441

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 4,787,729 5,035,305

自己株式 △415,529 △399,989

株主資本合計 8,609,918 8,873,033

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,542 10,638

土地再評価差額金 △1,639,158 △1,639,158

評価・換算差額等合計 △1,637,615 △1,628,519

純資産合計 6,972,302 7,244,514

負債純資産合計 16,635,779 17,826,955
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 5,446,293 4,830,686

売上原価 4,345,938 3,819,352

売上総利益 1,100,354 1,011,333

販売費及び一般管理費 1,234,322 1,195,658

営業損失（△） △133,968 △184,325

営業外収益   

受取利息 2,644 2,067

受取配当金 1,928 1,257

受取賃貸料 14,664 14,806

その他 3,731 9,274

営業外収益合計 22,969 27,405

営業外費用   

支払利息 14,114 12,020

賃貸費用 5,085 5,462

その他 4,762 4,100

営業外費用合計 23,961 21,584

経常損失（△） △134,960 △178,504

特別利益   

固定資産売却益 397 －

貸倒引当金戻入額 809 2,430

特別利益合計 1,207 2,430

特別損失   

固定資産売却損 1,235 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10,456

その他 3 －

特別損失合計 1,239 10,456

税金等調整前四半期純損失（△） △134,993 △186,530

法人税、住民税及び事業税 10,183 7,453

法人税等調整額 △2,138 △3,483

法人税等合計 8,045 3,970

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △190,500

四半期純損失（△） △143,038 △190,500
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △134,993 △186,530

減価償却費 40,289 55,700

引当金の増減額（△は減少） 18 81,913

のれん償却額 529 529

受取利息及び受取配当金 △4,573 △3,324

支払利息 14,114 12,020

為替差損益（△は益） 0 43

有形固定資産売却損益（△は益） 838 －

固定資産除却損 3 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10,456

売上債権の増減額（△は増加） 403,712 2,028,781

たな卸資産の増減額（△は増加） △78,036 △71,352

仕入債務の増減額（△は減少） 340,335 △966,580

その他 △231,254 △151,895

小計 350,983 809,761

利息及び配当金の受取額 6,497 4,574

利息の支払額 △9,149 △5,902

法人税等の支払額 △12,633 △26,957

営業活動によるキャッシュ・フロー 335,698 781,476

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △27,199 △9,965

固定資産の売却による収入 3,010 714

投資有価証券の売却による収入 － 59,589

定期預金の払戻による収入 100,000 －

貸付けによる支出 △10,150 －

貸付金の回収による収入 15,433 18,221

その他 △1,608 390

投資活動によるキャッシュ・フロー 79,486 68,950

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 － △100,000

長期借入れによる収入 80,000 －

長期借入金の返済による支出 △93,964 △72,230

社債の償還による支出 △40,000 －

自己株式の取得による支出 △69,840 △15,540

リース債務の返済による支出 △14,367 △30,919

配当金の支払額 △27,340 △46,864

財務活動によるキャッシュ・フロー △165,512 △265,554

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △43

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 249,673 584,828

現金及び現金同等物の期首残高 3,575,858 3,012,744

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,825,531 3,597,573
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 該当事項はありません。  

  

  

（追加情報）  

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成

20年３月21日）を適用しております。 

  

 当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日）  

 当社グループは、医療機器等の製造販売及びこれらの付随業務の単一セグメントであるため、記載を省略してお

ります。 

  

 該当事項はありません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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