
 

平成２５年１１月１２日 

各    位 

会 社 名      株式会社ＡＴグループ 
代表者名      取締役社長  山口  真史 
（コード番号  ８２９３  名証第２部） 
問合せ先      経理部次長  加藤  峰夫 
（ＴＥＬ．０５２－８８３－３１５５） 

 

（訂正） 「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１４日に開示いたしました「平成２１年３月期 決算短信」の記載内容につ

いて、一部訂正がございますので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所は下線

部分で表示しております。 

訂正理由につきましては、本日付「訂正有価証券報告書等の提出及び過年度決算短信等の訂

正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

記 

 

【訂正の箇所】 

（１）１１ページ 

4.【連結財務諸表】 

(1)【連結貸借対照表】（純資産の部） 

 

（２）１３ページ 

4.【連結財務諸表】 

(3)【連結株主資本等変動計算書】 
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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) 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金  55,867,557  33,081,086

  短期借入金  34,380,890  50,924,832

  未払法人税等 5,642,299 1,056,216

  賞与引当金 4,757,723 4,528,857

  割賦利益繰延 12,639,945 13,103,770

  その他  16,908,874  14,419,140

  流動負債合計 130,197,290 117,113,903

 固定負債   

  長期借入金  12,839,200  10,664,990

  繰延税金負債 12,039,120 7,257,298

  退職給付引当金 14,615,413 14,954,443

  負ののれん 10,264,399 9,597,596

  その他 748,500 689,747

  固定負債合計 50,506,633 43,164,075

 負債合計 180,703,923 160,277,979

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 2,917,800 2,917,800

  資本剰余金 28,958,972 29,230,573

  利益剰余金 76,129,032 78,823,073

  自己株式 △12,036,582 △11,997,553

  株主資本合計 95,969,222 98,973,893

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 18,339,365 10,792,789

  評価・換算差額等合計 18,339,365 10,792,789

 純資産合計 114,308,587 109,766,682

負債純資産合計 295,012,511 270,044,661

     

 

― 2 ―



 

（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) 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金  55,867,557  33,081,086

  短期借入金  34,380,890  50,924,832

  未払法人税等 5,642,299 1,056,216

  賞与引当金 4,757,723 4,528,857

  割賦利益繰延 12,639,945 13,103,770

  その他  16,908,874 14,419,140

  流動負債合計 130,197,290 117,113,903

 固定負債   

  長期借入金  12,839,200  10,664,990

  繰延税金負債 12,039,120 7,257,298

  退職給付引当金 14,615,413 14,954,443

  負ののれん 10,264,399 9,597,596

  その他 748,500 689,747

  固定負債合計 50,506,633 43,164,075

 負債合計 180,703,923 160,277,979

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 2,917,800 2,917,800

  資本剰余金 25,819,816 25,819,816

  利益剰余金 72,320,541 74,129,928

  自己株式 △5,088,935 △3,893,651

  株主資本合計 95,969,222 98,973,893

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 18,339,365 10,792,789

  評価・換算差額等合計 18,339,365 10,792,789

 純資産合計 114,308,587 109,766,682

負債純資産合計 295,012,511 270,044,661
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(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   

  前期末残高 2,917,800 2,917,800

  当期変動額   

   当期変動額合計 － －

  当期末残高 2,917,800 2,917,800

 資本剰余金   

  前期末残高 2,735,266 28,958,972

  当期変動額   

   株式交換による増加 23,460,272 －

   自己株式の処分 2,763,433 271,600

   当期変動額合計 26,223,706 271,600

  当期末残高 28,958,972 29,230,573

 利益剰余金   

  前期末残高 69,119,375 76,129,032

  当期変動額   

   剰余金の配当 △598,776 △1,222,822

   持分移動による利益剰余金減少額 △1,315 －

   当期純利益 7,609,748 3,916,863

   当期変動額合計 7,009,657 2,694,040

  当期末残高 76,129,032 78,823,073

 自己株式   

  前期末残高 △275,466 △12,036,582

  当期変動額   

   自己株式の取得 △12,539,702 △49,459

   自己株式の処分 778,585 88,488

   当期変動額合計 △11,761,116 39,029

  当期末残高 △12,036,582 △11,997,553

 株主資本合計   

  前期末残高 74,496,975 95,969,222

  当期変動額   

   株式交換による増加 23,460,272 －

   剰余金の配当 △598,776 △1,222,822

   持分移動による利益剰余金減少額 △1,315 －

   当期純利益 7,609,748 3,916,863

   自己株式の取得 △12,539,702 △49,459

   自己株式の処分 3,542,019 360,088

   当期変動額合計 21,472,246 3,004,670

  当期末残高 95,969,222 98,973,893
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(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) 

評価・換算差額等   

 その他有価証券評価差額金   

  前期末残高 28,535,698 18,339,365

  当期変動額   

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,196,333 △7,546,575

   当期変動額合計 △10,196,333 △7,546,575

  当期末残高 18,339,365 10,792,789

 評価・換算差額等合計   

  前期末残高 28,535,698 18,339,365

  当期変動額   

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,196,333 △7,546,575

   当期変動額合計 △10,196,333 △7,546,575

  当期末残高 18,339,365 10,792,789

少数株主持分   

 前期末残高 21,722,166 －

 当期変動額   

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △21,722,166 －

  当期変動額合計 △21,722,166 －

 当期末残高 － －

純資産合計   

 前期末残高 124,754,841 114,308,587

 当期変動額   

  株式交換による増加 23,460,272 －

  剰余金の配当 △598,776 △1,222,822

  持分移動による利益剰余金減少額 △1,315 －

  当期純利益 7,609,748 3,916,863

  自己株式の取得 △12,539,702 △49,459

  自己株式の処分 3,542,019 360,088

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △31,918,499 △7,546,575

  当期変動額合計 △10,446,253 △4,541,905

 当期末残高 114,308,587 109,766,682
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（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   

  前期末残高 2,917,800 2,917,800

  当期変動額   

   当期変動額合計 － －

  当期末残高 2,917,800 2,917,800

 資本剰余金   

  前期末残高 2,735,266 25,819,816

  当期変動額   

   株式交換による増加 23,460,272 －

   自己株式の処分 △4,184,213 △884,654

   利益剰余金から資本剰余金への補てん 3,808,491 884,654

   当期変動額合計 23,084,549 －

  当期末残高 25,819,816 25,819,816

 利益剰余金   

  前期末残高 69,119,375 72,320,541

  当期変動額   

   剰余金の配当 △598,776 △1,222,822

   持分移動による利益剰余金減少額 △1,315 －

   当期純利益 7,609,748 3,916,863

   利益剰余金から資本剰余金への補てん △3,808,491 △884,654

   当期変動額合計 3,201,166 1,809,386

  当期末残高 72,320,541 74,129,928

 自己株式   

  前期末残高 △275,466 △5,088,935

  当期変動額   

   自己株式の取得 △12,539,702 △49,459

   自己株式の処分 7,726,232 1,244,743

   当期変動額合計 △4,813,469 1,195,284

  当期末残高 △5,088,935 △3,893,651

 株主資本合計   

  前期末残高 74,496,975 95,969,222

  当期変動額   

   株式交換による増加 23,460,272 －

   剰余金の配当 △598,776 △1,222,822

   持分移動による利益剰余金減少額 △1,315 －

   当期純利益 7,609,748 3,916,863

   自己株式の取得 △12,539,702 △49,459

   自己株式の処分 3,542,019 360,088

   利益剰余金から資本剰余金への補てん － －

   当期変動額合計 21,472,246 3,004,670

  当期末残高 95,969,222 98,973,893
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 (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) 

評価・換算差額等   

 その他有価証券評価差額金   

  前期末残高 28,535,698 18,339,365

  当期変動額   

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,196,333 △7,546,575

   当期変動額合計 △10,196,333 △7,546,575

  当期末残高 18,339,365 10,792,789

 評価・換算差額等合計   

  前期末残高 28,535,698 18,339,365

  当期変動額   

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,196,333 △7,546,575

   当期変動額合計 △10,196,333 △7,546,575

  当期末残高 18,339,365 10,792,789

少数株主持分   

 前期末残高 21,722,166 －

 当期変動額   

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △21,722,166 －

  当期変動額合計 △21,722,166 －

 当期末残高 － －

純資産合計   

 前期末残高 124,754,841 114,308,587

 当期変動額   

  株式交換による増加 23,460,272 －

  剰余金の配当 △598,776 △1,222,822

  持分移動による利益剰余金減少額 △1,315 －

  当期純利益 7,609,748 3,916,863

  自己株式の取得 △12,539,702 △49,459

  自己株式の処分 3,542,019 360,088

  利益剰余金から資本剰余金への補てん － －

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △31,918,499 △7,546,575

  当期変動額合計 △10,446,253 △4,541,905

 当期末残高 114,308,587 109,766,682

      

以 上 
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