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2021年1月6日 

 

各  位 

 

会 社 名 エイケン工業株式会社 

代 表 者 名 代表取締役社長 早馬 義光 

（ＪＡＳＤＡＱ  コード ： ７２６５） 

問い合わせ先 専務取締役   池田  文明 

（ＴＥＬ    ０５３７－８６－３１０５） 

 

（訂正・数値データ訂正）「2020年10月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）」 

の一部訂正について 

 

 2020年12月11日に発表いたしました「2020年10月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）」について下記のとおり

訂正がありましたので、お知らせします。また、数値データにも訂正がありましたので、訂正後の数値データも提出

いたします。 

 

記 

 

１． 訂正箇所（訂正箇所は  を付して表示しております。） 

(１)添付書類 11ページ 

    ３．財務諸表及び主な注記 

     (３) 株主資本等変動計算書 
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【訂正前】 

当事業年度(自 2019年11月１日 至 2020年10月31日) 

 (単位：千円) 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

資本準備金 
その他資本 

剰余金 
資本剰余金合計 利益準備金 

その他利益 

剰余金 

固定資産 

圧縮積立金 
別途積立金 

当期首残高 601,800 389,764 6,208 395,973 150,450 51,238 3,300,000 

当期変動額        

剰余金の配当        

当期純利益        

固定資産圧縮積立金の取

崩 
     △3,206  

別途積立金の積立       200,000 

自己株式の取得        

自己株式の処分   △1,178 △1,178    

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額） 
       

当期変動額合計 ― ― △1,178 △1,178 ― △3,206 200,000 

当期末残高 601,800 389,764 5,029 394,794 150,450 48,031 3,500,000 

 

 

株主資本 
評価・換算 

差額等 

純資産合計 

利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 

その他 

有価証券評価 

差額金 

その他利益 

剰余金 利益剰余金 

合計 繰越利益 

剰余金 

当期首残高 1,011,550 4,513,238 △496,144 5,014,867 57,514 5,072,382 

当期変動額       

剰余金の配当 △101,522 △101,522  △101,522  △101,522 

当期純利益 227,139 227,139  227,139  227,139 

固定資産圧縮積立金の取

崩 
3,206 ―  ―  ― 

別途積立金の積立 △200,000 ―  ―  ― 

自己株式の取得   ― ―  ― 

自己株式の処分   10,080 8,901  8,901 

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額） 
    △14,593 △14,593 

当期変動額合計 △71,176 125,616 10,080 134,518 △14,593 119,925 

当期末残高 940,374 4,638,855 △486,063 5,149,386 42,921 5,192,307 
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【訂正後】 

当事業年度(自 2019年11月１日 至 2020年10月31日) 

 (単位：千円) 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

資本準備金 
その他資本 

剰余金 
資本剰余金合計 利益準備金 

その他利益 

剰余金 

固定資産 

圧縮積立金 
別途積立金 

当期首残高 601,800 389,764 6,208 395,973 150,450 51,238 3,300,000 

当期変動額        

剰余金の配当        

当期純利益        

固定資産圧縮積立金の取

崩 
     △3,206  

別途積立金の積立       200,000 

自己株式の取得        

自己株式の処分   △1,178 △1,178    

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額） 
       

当期変動額合計 ― ― △1,178 △1,178 ― △3,206 200,000 

当期末残高 601,800 389,764 5,029 394,794 150,450 48,031 3,500,000 

 

 

株主資本 
評価・換算 

差額等 

純資産合計 

利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 

その他 

有価証券評価 

差額金 

その他利益 

剰余金 利益剰余金 

合計 繰越利益 

剰余金 

当期首残高 1,011,550 4,513,238 △496,144 5,014,867 57,514 5,072,382 

当期変動額       

剰余金の配当 △101,522 △101,522  △101,522  △101,522 

当期純利益 227,139 227,139  227,139  227,139 

固定資産圧縮積立金の取

崩 
3,206 ―  ―  ― 

別途積立金の積立 △200,000 ―  ―  ― 

自己株式の取得   △72 △72  △72 

自己株式の処分   10,153 8,974  8,974 

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額） 
    △14,593 △14,593 

当期変動額合計 △71,176 125,616 10,080 134,518 △14,593 119,925 

当期末残高 940,374 4,638,855 △486,063 5,149,386 42,921 5,192,307 
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(２)添付書類 12ページ 

    ３．財務諸表及び主な注記 

     (４) キャッシュ・フロー計算書 

 

【訂正前】 

（４）キャッシュ・フロー計算書 
           (単位：千円) 
          前事業年度 

(自 2018年11月１日 
 至 2019年10月31日) 

当事業年度 
(自 2019年11月１日 
 至 2020年10月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前当期純利益 513,546 316,830 

 減価償却費 303,108 290,665 

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 15,430 12,661 

 賞与引当金の増減額（△は減少） 2,817 - 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △14 573 

 受取利息及び受取配当金 △7,694 △8,847 

 支払利息 3,042 2,757 

 投資有価証券評価損益（△は益） △1,624 5,525 

 保険解約返戻金 △445 573 

 受取保険金 - △4,416 

 補助金収入 △26,041 △13,964 

 助成金収入 - △36,075 

 固定資産売却損益（△は益） △3,486 △38 

 固定資産除却損 2,023 846 

 売上債権の増減額（△は増加） 11,644 △86,277 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △86,853 △9,952 

 仕入債務の増減額（△は減少） 8,695 2,171 

 未払消費税等の増減額（△は減少） 7,040 21,059 

 その他 △10,026 34,188 

 小計 731,165 528,282 

 利息及び配当金の受取額 7,621 7,801 

 利息の支払額 △3,065 △2,758 

 法人税等の支払額 △183,593 △132,524 

 助成金の受取額 - 36,075 

 補助金の受取額 26,041 13,964 

 保険金の受取額 - 4,416 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 578,169 455,257 

 

＜省略＞ 
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【訂正後】 

（４）キャッシュ・フロー計算書 
           (単位：千円) 
          前事業年度 

(自 2018年11月１日 
 至 2019年10月31日) 

当事業年度 
(自 2019年11月１日 
 至 2020年10月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前当期純利益 513,546 316,830 

 減価償却費 303,108 290,665 

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 15,430 12,661 

 賞与引当金の増減額（△は減少） 2,817 - 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △14 573 

 受取利息及び受取配当金 △7,694 △8,847 

 支払利息 3,042 2,757 

 投資有価証券評価損益（△は益） △1,624 5,525 

 保険解約返戻金 △445 - 

 保険解約損 - 573 

 受取保険金 - △4,416 

 補助金収入 △26,041 △13,964 

 助成金収入 - △36,075 

 固定資産売却損益（△は益） △3,486 △38 

 固定資産除却損 2,023 846 

 売上債権の増減額（△は増加） 11,644 △86,277 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △86,853 △9,952 

 仕入債務の増減額（△は減少） 8,695 2,171 

 未払消費税等の増減額（△は減少） 7,040 21,059 

 その他 △10,026 34,188 

 小計 731,165 528,282 

 利息及び配当金の受取額 7,621 7,801 

 利息の支払額 △3,065 △2,758 

 法人税等の支払額 △183,593 △132,524 

 助成金の受取額 - 36,075 

 補助金の受取額 26,041 13,964 

 保険金の受取額 - 4,416 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 578,169 455,257 

 

＜省略＞ 

 

２． 訂正の理由 

   決算短信発表後、有価証券報告書作成の過程のなかで、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書

の表示科目及び数値の記載に誤りがあることが判明いたしました。財政状態及びキャッシュ・フローの状況等の

サマリー情報への影響はございませんが、より正確な開示を期すために、訂正いたします。 

 

以 上  


