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平成 23年 12月 12日 

各      位 

会 社 名 株 式 会 社 Ａ Ｃ Ｋ グ ル ー プ 

代表者名 代表取締役社長  廣 谷 彰 彦 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード番号２４９８） 

問合せ先 
取 締 役 
経営管理本部長 

平 山 光 信 

 ＴＥＬ ０３－６３１１－６６４１ 

    

（訂正・数値データ訂正あり）｢平成（訂正・数値データ訂正あり）｢平成（訂正・数値データ訂正あり）｢平成（訂正・数値データ訂正あり）｢平成 23232323 年９月期年９月期年９月期年９月期    決算短信〔日本基準〕決算短信〔日本基準〕決算短信〔日本基準〕決算短信〔日本基準〕((((連結連結連結連結))))｣｣｣｣    の一部訂正についての一部訂正についての一部訂正についての一部訂正について    

 

 平成 23 年 11 月 14 日に公表いたしました「平成 23 年９月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載

内容に訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。 

 

記 

 

【訂正箇所】 

サマリー情報 

１． 平成 23 年９月期の連結業績（平成 22 年 10 月１日～平成 23 年９月 30 日） 

【訂正前】 

(1)連結経営成績     (％表示は対前期増減率) 

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

23 年９月期 28,801 △8.2 176 △62.6 102 △77.4 △942 － 

22 年９月期 31,375 4.9 471 △17.1 455 △2.4 150 10.4 

(注)包括利益 23 年９月期 △ 933 百万円( － ％) 22 年９月期 147 百万円( － ％) 

＜省略＞ 

 

【訂正後】 

(1)連結経営成績     (％表示は対前期増減率) 

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

23 年９月期 28,801 △8.2 176 △62.6 102 △77.4 △942 － 

22 年９月期 31,375 4.9 471 △17.1 455 △2.4 150 10.4 

(注)包括利益 23 年９月期 △ 922 百万円( － ％) 22 年９月期 169 百万円( － ％) 

＜省略＞ 
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決算短信 13 ページ 

４.連結財務諸表（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

（連結包括利益計算書） 

【訂正前】                                    （単位：千円） 

    
前連結会計年度 

(自 平成21年10月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年10月１日 

 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － △933,921 

その他の包括利益     

  その他有価証券評価差額金 － 819 
  その他の包括利益合計 － ※2 819 

包括利益 － ※1 △933,102 

（内訳）     

  親会社株主に係る包括利益 － △941,014 
  少数株主に係る包括利益 － 7,912 
         

 

【訂正後】                                    （単位：千円） 

    
前連結会計年度 

(自 平成21年10月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年10月１日 

 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △933,921 

その他の包括利益     

  その他有価証券評価差額金 － 11,389 
  その他の包括利益合計 － ※2 11,389 

包括利益 － ※1 △922,531 

（内訳）     

  親会社株主に係る包括利益 － △930,742 
  少数株主に係る包括利益 － 8,210 
         

 

 

決算短信 26 ページ 

４.連結財務諸表（８）表示方法の変更 

【訂正前】 

 

前連結会計年度 
（自 平成21年10月１日 

至 平成22年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年10月１日 

至 平成23年９月30日） 

（連結損益計算書）  

１  前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に

含めて表示しておりました「保険解約返戻金」は、

金額的重要性が増したため、区分掲記しておりま

す。なお、前連結会計年度における「保険解約返

戻金」は2,228千円であります。  

（連結損益計算書） 

────────── 

────────── ２  当連結会計年度より、「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）に基づき、「会社法施行規則、会社計算規

則等の一部を改正する省令」（平成21年３月27日 

平成21年法務省令第７号)を適用し、「少数株主損

益調整前当期純損失」の科目で表示しております。 
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【訂正後】 

 

 

決算短信 27 ページ 

４.連結財務諸表（10）連結財務諸表に関する注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

【訂正前】 

前連結会計年度 
（平成22年９月30日現在） 

当連結会計年度 
（平成23年９月30日現在） 

 ＜省略＞  ＜省略＞ 

※３  損失の発生が見込まれる業務契約に係るたな卸

資産（未成業務支出金）と受注損失引当金は、相殺

せずに両建てで表示しております。 

損失の発生が見込まれる業務契約に係るたな卸

資産のうち、受注損失引当金に対応する額は

177,238千円であります。 

※３  損失の発生が見込まれる業務契約に係るたな卸

資産（未成業務支出金）と受注損失引当金は、相殺

せずに両建てで表示しております。 

損失の発生が見込まれる業務契約に係るたな卸

資産のうち、受注損失引当金に対応する額は

161,042千円であります。 

 ＜省略＞  ＜省略＞ 

 

【訂正後】 

前連結会計年度 
（平成22年９月30日現在） 

当連結会計年度 
（平成23年９月30日現在） 

 ＜省略＞  ＜省略＞ 

※３  損失の発生が見込まれる業務契約に係るたな卸

資産（未成業務支出金）と受注損失引当金は、相殺

せずに両建てで表示しております。 

損失の発生が見込まれる業務契約に係るたな卸

資産のうち、受注損失引当金に対応する額は

177,238千円であります。 

※３  損失の発生が見込まれる業務契約に係るたな卸

資産（未成業務支出金）と受注損失引当金は、相殺

せずに両建てで表示しております。 

損失の発生が見込まれる業務契約に係るたな卸

資産のうち、受注損失引当金に対応する額は

263,626千円であります。 

 ＜省略＞  ＜省略＞ 

 

前連結会計年度 
（自 平成21年10月１日 

至 平成22年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年10月１日 

至 平成23年９月30日） 

（連結損益計算書）  

１  前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に

含めて表示しておりました「保険解約返戻金」は、

金額的重要性が増したため、区分掲記しておりま

す。なお、前連結会計年度における「保険解約返

戻金」は2,228千円であります。  

（連結損益計算書） 

────────── 

────────── ２  当連結会計年度より、「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）に基づき、「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)を適用

し、「少数株主損益調整前当期純損失」の科目で

表示しております。 
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決算短信 31 ページ 

４.連結財務諸表（10）連結財務諸表に関する注記事項 

（連結包括利益計算書関係） 

【訂正前】 

当連結会計年度（自 平成22年９月１日 至 平成23年９月30日） 

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

親会社株主に係る包括利益 △941,014千円

少数株主に係る包括利益 7,912千円

 計 △933,102千円

  

※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 819千円

 計 819千円

 

【訂正後】 

当連結会計年度（自 平成22年10月１日 至 平成23年９月30日） 

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

親会社株主に係る包括利益 162,389千円

少数株主に係る包括利益 7,040千円

 計 169,430千円

  

※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 11,672千円

 計 11,672千円

  

 

決算短信 32 ページ 

４.連結財務諸表（10）連結財務諸表に関する注記事項 

（連結株主資本等変動計算書関係）４ 配当に関する事項 

【訂正前】 

＜省略＞ 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成23年12月20日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 38,036     7.5 平成23年９月30日 平成23年12月22日 

  

【訂正後】 

＜省略＞ 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

平成23年12月20日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 38,036     7.5 平成23年９月30日 平成23年12月21日 
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４.連結財務諸表（10）連結財務諸表に関する注記事項 

（税効果会計関係）２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因別内訳 

【訂正前】 

前連結会計年度 
（平成22年９月30日現在） 

当連結会計年度 
（平成23年９月30日現在） 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因別内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因別内訳 

法定実効税率 40.7％

（調整項目） 

交際費等永久に損金と認められ

ないもの 
9.4％

住民税均等割額 8.1％

のれん償却 9.8％

評価性引当金減少額 △7.9％

その他 2.0％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
62.1％

  

法定実効税率 40.7％

（調整項目） 

交際費等永久に損金と認められ

ないもの 
△3.0％

住民税均等割額 △4.5％

のれん償却 △4.2％

評価性引当金減少額 △48.2％

その他 0.0％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
△19.2％

  

  

  

【訂正後】 

前連結会計年度 
（平成22年９月30日現在） 

当連結会計年度 
（平成23年９月30日現在） 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因別内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因別内訳 

法定実効税率 40.7％

（調整項目） 

交際費等永久に損金と認められ

ないもの 
9.4％

住民税均等割額 8.1％

のれん償却 9.8％

評価性引当金増減額 △7.9％

その他 2.0％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
62.1％

  

法定実効税率 40.7％

（調整項目） 

交際費等永久に損金と認められ

ないもの 
△3.0％

住民税均等割額 △4.5％

のれん償却 △4.2％

評価性引当金増減額 △48.2％

その他 0.0％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
△19.2％
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４.連結財務諸表（10）連結財務諸表に関する注記事項 

（セグメント情報等）ａ．セグメント情報 ３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、

負債その他の項目の金額に関する情報 

【訂正前】 

＜省略＞ 

当連結会計年度（自 平成22年10月１日 至 平成23年９月30日） 

          （単位：千円）

報告セグメント 

  

  
  

インフラ・ 

マネジメント 
サービス 

環境マネジメ

ント 
その他 計 

調整額 
  

連結財務諸表

計上額 
  

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 23,241,169 4,655,705 904,153 28,801,027 － 28,801,027 

(2）セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
74,790 80,075 80,401 235,266 △235,266 － 

計 23,315,959 4,735,780 984,554 29,036,293 △235,266 28,801,027 

セグメント利益又は損失(△) 

（注）  
268,430 △244,311 49,033 73,153 102,934 176,087 

セグメント資産 15,584,477 1,488,888 1,008,270 18,081,635 △182,151 17,899,483 

その他項目        

減価償却費 214,997 61,528 27,838 304,364 △2,847 301,517 

減損損失 － － 334,461 334,461 － 334,461 

有形固定資産及び 

無形固定資産の増加額 
255,573 5,919 36,015 297,508 340 297,848 

（注）セグメント利益又は損失（△）は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 
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【訂正後】 

＜省略＞ 

当連結会計年度（自 平成22年10月１日 至 平成23年９月30日） 

          （単位：千円）

報告セグメント 

  

  
  

インフラ・ 
マネジメント 

サービス 

環境マネジメ
ント 

その他 計 

調整額 
  

連結財務諸表
計上額 

  

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 23,241,169 4,655,705 904,153 28,801,027 － 28,801,027 

(2）セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
74,790 80,075 80,401 235,266 △235,266 － 

計 23,315,959 4,735,780 984,554 29,036,293 △235,266 28,801,027 

セグメント利益又は損失(△) 

（注）  
268,430 △244,311 49,033 73,153 102,934 176,087 

セグメント資産 15,523,476 1,488,888 1,008,270 18,020,634 △182,151 17,838,483 

その他項目        

減価償却費 214,997 61,528 27,838 304,364 △2,847 301,517 

減損損失 － － 334,461 334,461 － 334,461 

有形固定資産及び 

無形固定資産の増加額 
255,573 5,919 36,015 297,508 340 297,848 

（注）セグメント利益又は損失（△）は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 
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決算短信 40 ページ 

４.連結財務諸表（10）連結財務諸表に関する注記事項 

（セグメント情報等）ａ．セグメント情報 ４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額

及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

【訂正前】 

＜省略＞ 

     （単位：千円）

資産 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 18,895,907 18,081,635 

セグメント間取引消去 △910,215 287,955 

全社資産（注） 562,556 △470,107 

連結財務諸表の資産合計 18,548,248 17,899,483 

（注）全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない資産であり、連結消去後の当社の余資運用資金（現金 

及び有価証券）及び管理部門に係る資産であります。  

＜省略＞ 

 

【訂正後】 

＜省略＞ 

     （単位：千円）

資産 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 18,895,907 18,020,634 

セグメント間取引消去 △910,215 △652,259 

全社資産（注） 562,556 470,107 

連結財務諸表の資産合計 18,548,248 17,838,483 

（注）全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない資産であり、連結消去後の当社の余資運用資金（現金 

及び有価証券）及び管理部門に係る資産であります。  

＜省略＞ 

 

 

以 上 


