
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．０５２－８８３－３１６２） 

 

（訂正） 「平成２５年３月期 決算短信 〔日本基準〕 (連結)」の一部訂正について 

 

平成２５年５月１０日に開示いたしました「平成２５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）添付資料９ページ 

４. 連結財務諸表 

（１）連結貸借対照表（純資産の部） 

 

（２）添付資料１２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：百万円)

   前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 54,644  26,380

  短期借入金  10,922  34,179

  未払法人税等 3,648 3,283

  賞与引当金 4,663 4,771

  割賦利益繰延 12,389 13,299

  その他  17,369  19,182

  流動負債合計 103,638 101,097

 固定負債   

  長期借入金  8,638  6,706

  繰延税金負債 7,167 10,068

  退職給付引当金 16,422 16,907

  負ののれん 7,943 7,414

  その他 1,129 1,036

  固定負債合計 41,301 42,132

 負債合計 144,939 143,230

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 2,917 2,917

  資本剰余金 29,214 29,214

  利益剰余金 95,896 105,050

  自己株式 △12,047 △12,065

  株主資本合計 115,981 125,117

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 13,385 19,129

  その他の包括利益累計額合計 13,385 19,129

 純資産合計 129,366 144,246

負債純資産合計 274,306 287,476
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（訂正後） 

(単位：百万円)

   前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金  54,644  26,380

  短期借入金  10,922  34,179

  未払法人税等 3,648 3,283

  賞与引当金 4,663 4,771

  割賦利益繰延 12,389 13,299

  その他  17,369  19,182

  流動負債合計 103,638 101,097

 固定負債   

  長期借入金  8,638  6,706

  繰延税金負債 7,167 10,068

  退職給付引当金 16,422 16,907

  負ののれん 7,943 7,414

  その他 1,129 1,036

  固定負債合計 41,301 42,132

 負債合計 144,939 143,230

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 2,917 2,917

  資本剰余金 25,819 25,819

  利益剰余金 91,174 100,328

  自己株式 △3,930 △3,948

  株主資本合計 115,981 125,117

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 13,385 19,129

  その他の包括利益累計額合計 13,385 19,129

 純資産合計 129,366 144,246

負債純資産合計 274,306 287,476
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 （訂正前） 

(後略） 

（３）連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 2,917 2,917

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,917 2,917

資本剰余金

当期首残高 29,229 29,214

当期変動額

自己株式の処分 △0 0

連結子会社からの自己株式取得による変
動額

△15 －

利益剰余金から資本剰余金への補てん 0 －

当期変動額合計 △15 0

当期末残高 29,214 29,214

利益剰余金

当期首残高 90,694 95,896

当期変動額

剰余金の配当 △1,009 △1,009

当期純利益 6,212 10,163

利益剰余金から資本剰余金への補てん △0 －

当期変動額合計 5,202 9,154

当期末残高 95,896 105,050

自己株式

当期首残高 △12,026 △12,047

当期変動額

自己株式の取得 △21 △19

自己株式の処分 1 0

当期変動額合計 △20 △18

当期末残高 △12,047 △12,065

株主資本合計

当期首残高 110,815 115,981

当期変動額

剰余金の配当 △1,009 △1,009

当期純利益 6,212 10,163

自己株式の取得 △21 △19

自己株式の処分 1 0

連結子会社からの自己株式取得による変
動額

△15 －

利益剰余金から資本剰余金への補てん － －

当期変動額合計 5,166 9,135

当期末残高 115,981 125,117
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 （訂正後） 

(後略） 

以 上 

（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 2,917 2,917

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,917 2,917

資本剰余金

当期首残高 25,819 25,819

当期変動額

自己株式の処分 △1 △0

連結子会社からの自己株式取得による変
動額

△15 －

利益剰余金から資本剰余金への補てん 17 0

当期変動額合計 － －

当期末残高 25,819 25,819

利益剰余金

当期首残高 85,989 91,174

当期変動額

剰余金の配当 △1,009 △1,009

当期純利益 6,212 10,163

利益剰余金から資本剰余金への補てん △17 △0

当期変動額合計 5,185 9,153

当期末残高 91,174 100,328

自己株式

当期首残高 △3,911 △3,930

当期変動額

自己株式の取得 △21 △19

自己株式の処分 2 1

当期変動額合計 △19 △17

当期末残高 △3,930 △3,948

株主資本合計

当期首残高 110,815 115,981

当期変動額

剰余金の配当 △1,009 △1,009

当期純利益 6,212 10,163

自己株式の取得 △21 △19

自己株式の処分 1 0

連結子会社からの自己株式取得による変
動額

△15 －

利益剰余金から資本剰余金への補てん － －

当期変動額合計 5,166 9,135

当期末残高 115,981 125,117
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