
 

 

 

 

2021年 1月 27日 

各 位 

会 社 名 ＡＨＣグループ株式会社 

代表者名 代表取締役 荒木 喜貴 

 (コード番号：7083 東証マザーズ) 

問合せ先 取締役 経営管理部長 武藤 輝一 

 (TEL 03-6240-9550) 

 

(訂正・数値データ訂正)「2020年 11 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」 

の一部訂正に関するお知らせ 

 

当社は、2021 年１月 14 日に公表いたしました「2020 年 11 月期 決算短信［日本基準］（連

結）」について訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。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送信いたします。 

 

記 

１．訂正の理由 

2021 年１月 14 日の公表後に、繰延税金資産の回収可能性の検討過程において減損損失の将来

減算一時差異の回収可能期間のスケジューリングに誤りが発見され、記載内容に一部訂正が必要

であることが判明したため、訂正を行うものであります。 

 

２．訂正箇所 

当社は、現在計上されている繰延税金資産及び法人税等調整額 1 百万円を修正することといた

しましたことから、連結決算における親会社株主に帰属する当期純利益が 104 百万円から 102 百

万円、個別決算における当期純利益が△23 百万円から△24 百万円となります。なお、訂正箇所

は下線を付して表示しております。 

 

訂正箇所一覧 

① サマリー情報 １．2020 年 11 月期の連結業績 （１）連結経営成績 

② サマリー情報 １．2020 年 11 月期の連結業績 （２）連結財政状態 

③ サマリー情報 ３．2021 年 11 月期の連結業績予想 

④ 個別業績の概要 １．2020 年 11 月期の個別業績 （１）個別経営成績 

⑤ 個別業績の概要 １．2020 年 11 月期の個別業績 （２）個別財政状態 

⑥ 添付資料 １．経営成績等の概況 （１）当期の経営成績の概況 

⑦ 添付資料 １．経営成績等の概況 （２）当期の財政状態の概況 

⑧ 添付資料 １．経営成績等の概況 （４）今後の見通し 

⑨ 添付資料 ３．連結財務諸表及び主な注記 （１）連結貸借対照表 

⑩ 添付資料 ３．連結財務諸表及び主な注記 （２）連結損益計算書及び連結包括利益 

計算書－連結損益計算書 

⑪ 添付資料 ３．連結財務諸表及び主な注記 （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 

  



 

 

 

⑫ 添付資料 ３．連結財務諸表及び主な注記 （３）連結株主資本等変動計算書 

⑬ 添付資料 ３．連結財務諸表及び主な注記 （３）連結財務諸表に関する注記事項 

(未適用の会計基準等) 

⑭ 添付資料 ３．連結財務諸表及び主な注記 （５）連結財務諸表に関する注記事項 

(セグメント情報等) ３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、 

資産その他の項目の金額に関する情報 

⑮ 添付資料 ３．連結財務諸表及び主な注記 （５）連結財務諸表に関する注記事項 

(１株当たり情報) 

 

以上 

 

 

  



 

 

３．訂正の内容 

① サマリー情報 １．2020 年 11 月期の連結業績（2019 年 12 月１日～2020 年 11 月 30 日） 

（１）連結経営成績 

【訂正前】 

 売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属する 

当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

2020年11月期 4,086 △0.8 106 △56.1 197 △22.5 104 △41.8 

2019年11月期 4,120 18.9 243 259.5 255 312.7 178 162.8   
(注) 包括利益 2020年11月期 104百万円 (△41.8％)   2019年11月期 178百万円 (163.0％) 
 

 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
当期純利益 

自己資本 
当期純利益率 

総資産 
経常利益率 

売上高 
営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 

2020年11月期 52.61 50.70 12.8 6.7 2.6 

2019年11月期 111.68 － 99.0 12.5 5.9 
 
【訂正後】 

 売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属する 

当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

2020年11月期 4,086 △0.8 106 △56.1 197 △22.5 102 △42.5 

2019年11月期 4,120 18.9 243 259.5 255 312.7 178 162.8   
(注) 包括利益   2020年11月期 102百万円 (△42.5％)  2019年11月期 178百万円 (163.0％) 
 

 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
当期純利益 

自己資本 
当期純利益率 

総資産 
経常利益率 

売上高 
営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 

2020年11月期 51.98 50.08 12.6 6.7 2.6 

2019年11月期 111.68 － 99.0 12.5 5.9 

 

 

② サマリー情報 １．2020 年 11 月期の連結業績（2019 年 12 月１日～2020 年 11 月 30 日） 

（２）連結財政状態 

【訂正前】 

 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 

2020年11月期 3,840 1,356 35.3 649.02 

2019年11月期 2,040 269 13.2 168.71  
(参考) 自己資本 2020年11月期 1,356 百万円  2019年11月期 269 百万円 
 

【訂正後】 

 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 

2020年11月期 3,838 1,355 35.3 648.42 

2019年11月期 2,040 269 13.2 168.71  
(参考) 自己資本 2020年11月期 1,355 百万円  2019年11月期 269 百万円 
 
  



 

 

③ サマリー情報 ３．2021 年 11 月期の連結業績予想（2020 年 12 月１日～2021年 11 月 30 日） 

【訂正前】 

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 

 売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属
する当期純利益 

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) 2,204 10.6 △2 － 8 △85.1 △8 － △4.26 

通 期 4,761 16.5 195 83.4 203 2.7 106 2.7 51.09 
 

【訂正後】 

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 

 売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属
する当期純利益 

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) 2,204 10.6 △2 － 8 △85.1 △8 － △4.26 

通 期 4,761 16.5 195 83.4 203 2.7 106 3.9 51.09 

 

 

④ 個別業績の概要 １．2020 年 11 月期の個別業績（2019 年 12 月１日～2020 年 11 月 30 日） 

（１）個別経営成績 

【訂正前】 

 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 ％ 

2020年11月期 2,124 △2.9 △56 － 2 △98.0 △23 － 

2019年11月期 2,187 27.3 113 874.0 129 966.3 87 － 
 

 １株当たり当期純利益 
潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
 円 銭 円 銭 

2020年11月期 △11.92 － 

2019年11月期 54.53 － 
 

【訂正後】 

 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 ％ 

2020年11月期 2,124 △2.9 △56 － 2 △98.0 △24 － 

2019年11月期 2,187 27.3 113 874.0 129 966.3 87 － 
 

 １株当たり当期純利益 
潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
 円 銭 円 銭 

2020年11月期 △12.56 － 

2019年11月期 54.53 － 
 

  



 

 

⑤ 個別業績の概要 １．2020 年 11 月期の個別業績（2019 年 12 月１日～2020 年 11 月 30 日） 

（２）個別財政状態 

【訂正前】 

 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 

2020年11月期 2,641 1,171 44.3 560.21 

2019年11月期 1,624 211 13.0 132.42  
(参考) 自己資本  2020年11月期  1,171 百万円  2019年11月期  211 百万円 
 

【訂正後】 

 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 

2020年11月期 2,640 1,169 44.3 559.61 

2019年11月期 1,624 211 13.0 132.42 
(参考) 自己資本  2020年11月期  1,169 百万円  2019年11月期  211 百万円 

 

 

⑥ (２ページ) 添付資料 １．経営成績の概況 

（１）当期の経営成績の概況 

【訂正前】 

＜省略＞ 

以上の結果、売上高 4,086,602 千円と前連結会計年度と比べ 33,531 千円(0.8％)の減収、営業利

益 106,823 千円と前連結会計年度と比べ 136,399 千円(56.1％)の減益、経常利益 197,862 千円と前

連結会計年度と比べ 57,606 千円(22.5％)の減益、親会社株主に帰属する当期純利益 104,016 千円

と前連結会計年度と比べ 74,676 千円(41.8％)の減益となりました。 

＜省略＞ 

 

【訂正後】 

＜省略＞ 

以上の結果、売上高4,086,602千円と前連結会計年度と比べ33,531千円(0.8％)の減収、営業利

益106,823千円と前連結会計年度と比べ136,399千円(56.1％)の減益、経常利益197,862千円と前連

結会計年度と比べ57,606千円(22.5％)の減益、親会社株主に帰属する当期純利益102,757千円と前

連結会計年度と比べ75,935千円(42.5％)の減益となりました。 

＜省略＞ 

 

  



 

 

⑦ (３ページ) 添付資料 １．経営成績の概況 

（２）当期の財政状態の概況 

【訂正前】 

当連結会計年度末の総資産は3,840,153千円と前連結会計年度末と比べ1,799,429千円(88.2％)

増加しました。流動資産は3,134,768千円と前連結会計年度末と比べ1,739,007千円(124.6％)増加

しました。この主な要因は、新規株式発行や運転資金の調達により現金及び預金が1,623,518千円

(243.1％)増加したことによるものです。 

固定資産は705,385千円と前連結会計年度末と比べ60,421千円(9.4％)増加しました。この主な

要因は、新規事業所の出店にともない建物が54,361千円(31.4％)増加、建物附属設備が9,882千円

(3.4％)増加、土地が80,646千円増加した一方、役員生命保険等の解約により保険積立金が56,882

千円(100.0％)減少、減価償却が進捗したことにより減価償却累計額が27,599千円(14.8％)増加し

たことによるものです。 

流動負債は874,518千円と前連結会計年度末と比べ89,032千円(9.2％)減少しました。この主な

要因は、運転資金の調達により１年以内返済長期借入金が65,776千円(18.9％)増加した一方、借

入金返済により短期借入金が127,000千円(100.0％)減少したことによるものです。 

固定負債は1,608,984千円と前連結会計年度末と比べ801,739千円(99.3％)増加しました。この

主な要因は、運転資金の調達により長期借入金が812,036千円(103.5％)増加したことによるもの

です。 

純資産は1,356,650千円と前連結会計年度末と比べ1,086,721千円(402.6％)増加しました。この主

な要因は、新規株式の発行等により資本金及び資本準備金がそれぞれ491,352千円増加したことに

よるものです。 

 

【訂正後】 

当連結会計年度末の総資産は 3,838,894千円と前連結会計年度末と比べ 1,798,170千円(88.1％)

増加しました。流動資産は 3,134,768 千円と前連結会計年度末と比べ 1,739,007 千円(124.6％)増

加しました。この主な要因は、新規株式発行や運転資金の調達により現金及び預金が 1,623,518 千

円(243.1％)増加したことによるものです。 

固定資産は704,126千円と前連結会計年度末と比べ59,162千円(9.2％)増加しました。この主な

要因は、新規事業所の出店にともない建物が54,361千円(31.4％)増加、建物附属設備が9,882千円

(3.4％)増加、土地が80,646千円増加した一方、役員生命保険等の解約により保険積立金が56,882

千円(100.0％)減少、減価償却が進捗したことにより減価償却累計額が27,599千円(14.8％)増加し

たことによるものです。 

流動負債は874,518千円と前連結会計年度末と比べ89,032千円(9.2％)減少しました。この主な

要因は、運転資金の調達により１年以内返済長期借入金が65,776千円(18.9％)増加した一方、借

入金返済により短期借入金が127,000千円(100.0％)減少したことによるものです。 

固定負債は1,608,984千円と前連結会計年度末と比べ801,739千円(99.3％)増加しました。この

主な要因は、運転資金の調達により長期借入金が812,036千円(103.5％)増加したことによるもの

です。 

純資産は1,355,391千円と前連結会計年度末と比べ1,085,462千円(402.1％)増加しました。この主

な要因は、新規株式の発行等により資本金及び資本準備金がそれぞれ491,352千円増加したことに

よるものです。 

 

  



 

 

⑧ (４ページ) 添付資料 １．経営成績の概況 

（４）今後の見通し 

【訂正前】 

＜省略＞ 

以上の結果、売上高4,761百万円(前期比16.5％増)、営業利益195百万円(同83.4％増)、経常利

益203百万円(2.7％増)、親会社に帰属する当期純利益106百万円(2.7％増)を予想しております。 

＜省略＞ 

 

【訂正後】 

＜省略＞ 

以上の結果、売上高4,761百万円(前期比16.5％増)、営業利益195百万円(同83.4％増)、経常利

益203百万円(同2.7％増)、親会社に帰属する当期純利益106百万円(同3.9％増)を予想しておりま

す。 

＜省略＞ 

 

  















 

 

⑫ (９ページ) 添付資料 ３．連結財務諸表及び主な注記 

（３）連結株主資本等変動計算書 

【訂正前】 

＜省略＞ 

当連結会計年度(自 2019年 12 月１日 至 2020 年 11 月 30 日) 

 (単位：千円) 

 
株主資本 

純資産合計 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

当期首残高 8,000 4,256 257,672 269,929 269,929 

当期変動額      

新株の発行 491,022 491,022  982,044 982,044 

新株の発行（新株予約

権の行使） 
330 330  660 660 

親会社株主に帰属す

る当期純利益 
  104,016 104,016 104,016 

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額） 
     

当期変動額合計 491,352 491,352 104,016 1,086,721 1,086,721 

当期末残高 499,352 495,608 361,689 1,356,650 1,356,650 

 

【訂正後】 

＜省略＞ 

当連結会計年度(自 2019年 12 月１日 至 2020 年 11 月 30 日) 

 (単位：千円) 

 
株主資本 

純資産合計 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

当期首残高 8,000 4,256 257,672 269,929 269,929 

当期変動額      

新株の発行 491,022 491,022  982,044 982,044 

新株の発行（新株予約

権の行使） 
330 330  660 660 

親会社株主に帰属す

る当期純利益 
  102,757 102,757 102,757 

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額） 
     

当期変動額合計 491,352 491,352 102,757 1,085,462 1,085,462 

当期末残高 499,352 495,608 360,430 1,355,391 1,355,391 

 

  



 

 

⑬ (12ページ) 添付資料 ３．連結財務諸表及び主な注記 

（５）連結財務諸表に関する注記事項 (未適用の会計基準等) 

【訂正前】 

・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年３月30日) 

・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日) 

 

【訂正後】 

・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和２年３月31日) 

・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和２年３月31日) 

 

 

⑭ (14ページ) 添付資料 ３．連結財務諸表及び主な注記 

（５）連結財務諸表に関する注記事項 (セグメント情報等) ３．報告セグメントごとの売上

高、利益又は損失、資産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 2019年 12 月１日 至 2020 年 11 月 30 日) 

(単位：千円) 

 
報告セグメント 調整額 

(注)１．２． 
３．４． 

連結財務 
諸表計上額 
(注)５． 福祉事業 介護事業 外食事業 計 

＜省略＞  

セグメント資産 721,953 583,027 198,322 1,503,304 2,336,849 3,840,153 

＜省略＞  

＜省略＞ 

 

【訂正後】 

＜省略＞ 

当連結会計年度(自 2019年 12 月１日 至 2020 年 11 月 30 日) 

(単位：千円) 

 
報告セグメント 調整額 

(注)１．２． 
３．４． 

連結財務 
諸表計上額 
(注)５． 福祉事業 介護事業 外食事業 計 

＜省略＞  

セグメント資産 721,953 583,027 198,322 1,503,304 2,335,590 3,838,894 

＜省略＞  

＜省略＞ 

 

  



 

 

⑮ (15ページ) 添付資料 ３．連結財務諸表及び主な注記 

（５）連結財務諸表に関する注記事項 (１株当たり情報) 

【訂正前】 

 
前連結会計年度 

(自 2018年12月１日 
至 2019年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 2019年12月１日 
至 2020年11月30日) 

１株当たり純資産額 168.71円 649.02円 

１株当たり当期純利益金額 111.68円 52.61円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 －円 50.70円 

＜省略＞ 

４．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のと

おりであります。 

項目 
前連結会計年度 

(自 2018年12月１日 
至 2019年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 2019年12月１日 
至 2020年11月30日) 

１株当たり当期純利益金額   

親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 178,692 104,016 

普通株主に帰属しない金額(千円) － － 

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純
利益(千円) 

178,692 104,016 

＜省略＞ 

 

５．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
前連結会計年度末 
(2019年11月30日) 

当連結会計年度末 
(2020年11月30日) 

純資産の部の合計額(千円) 269,929 1,356,650 

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) － － 

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 269,929 1,356,650 

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の
普通株式の数(株) 

1,600,000 2,090,300 

 

  



 

 

【訂正後】 

 
前連結会計年度 

(自 2018年12月１日 
至 2019年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 2019年12月１日 
至 2020年11月30日) 

１株当たり純資産額 168.71円 648.42円 

１株当たり当期純利益金額 111.68円 51.98円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 －円 50.08円 

＜省略＞ 

４．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のと

おりであります。 

項目 
前連結会計年度 

(自 2018年12月１日 
至 2019年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 2019年12月１日 
至 2020年11月30日) 

１株当たり当期純利益金額   

親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 178,692 102,757 

普通株主に帰属しない金額(千円) － － 

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純
利益(千円) 

178,692 102,757 

＜省略＞ 

 

５．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
前連結会計年度末 
(2019年11月30日) 

当連結会計年度末 
(2020年11月30日) 

純資産の部の合計額(千円) 269,929 1,355,391 

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) － － 

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 269,929 1,355,391 

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の
普通株式の数(株) 

1,600,000 2,090,300 

 


