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１．平成18年３月中間期の連結業績（平成17年10月１日～平成18年３月31日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月中間期 1,957 (－) △105 (－) △230 (－)

17年３月中間期 － (－) － (－) － (－)

17年９月期 － － －

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年３月中間期 △181 (－) △0 60 － －

17年３月中間期 － (－) － － － －

17年９月期 － － － － －

（注）①持分法投資損益 18年３月中間期 －百万円 17年３月中間期 －百万円 17年９月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 18年３月中間期 301,568,837株 17年３月中間期 －株 17年９月期 －株

③会計処理の方法の変更 有

④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年３月中間期 15,212 13,842 91.0 42 67

17年３月中間期 － － － － －

17年９月期 － － － － －

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月中間期 324,425,237株 17年３月中間期 －株 17年９月期 －株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年３月中間期 △3,001 △3,761 10,467 5,722

17年３月中間期 － － － －

17年９月期 － － － －

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  
連結子会社数 7社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 0社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  
連結（新規） 7社 （除外） 0社 持分法（新規） 0社 （除外） 0社

２．平成18年９月期の連結業績予想（平成17年10月１日～平成18年９月30日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 4,740 170 230

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　0円71銭
※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
なお、上記予想に関する事項は添付資料の6ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

　当社は、平成17年12月1日に株式会社Ａ．Ｃホールディングスに商号変更を行い、持株会社体制に移行しました。持株

会社体制移行に伴い、当中間連結会計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）は、インベストメン

ト事業、ファイナンス事業、ゴルフ・リゾート事業に進出しました。

　これは、公共事業低迷により、建設業単体での経営が困難になってきておりますので、新規事業（投資等）に進出す

ることにより、事業の多角化および経営基盤の強化が図れると判断したものであります。この結果、平成18年3月31日現

在では、当社グループは、当社（株式会社Ａ．Ｃホールディングス）、連結子会社7社（南野建設株式会社、株式会社

Ａ．Ｃファイナンス、株式会社Ａ．Ｃインターナショナル、株式会社Ａ．Ｃインベストメント、ナンテック株式会社、

有限会社広島紅葉カントリークラブ、有限会社シェイクスピアカントリークラブ)により構成されております。

  当社グループの事業内容および当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。

（１）ゴルフ・リゾート事業 

レジャー施設（別荘、マンション等の宿泊居住施設、ゴルフ場、テニス場等のスポーツ施設、娯楽施設、保養 

施設）への企画および経営等を行います。

 （２）ファイナンス事業

       ゴルフ場のカート、車両等のリース業、不動産物件への融資業を行います。 

 （３）インベストメント事業 

不動産への直接投資及び投資事業組合等への間接投資を行います。

（４）建設事業 

 主要な工事は、上下水道、電力、電話、ガスなどのライフラインの推進工事（都市トンネル工法の一種）と下水

 道管渠や水道管等の改築・更生工事および一般土木工事等の工事施工をしております。

 　グループの事業の系統図は、次のとおりであります。
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　（関係会社）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成18年3月31日現在）

名称 住所
資本金

（千円）
主要な事業の内容

議決権の所

有割合

（％）

関係内容

 （連結子会社）

南野建設㈱
大阪府枚方市 300,000 建設事業 100 役員の兼務１名 

 (株)Ａ．Ｃファイナンス 東京都世田谷区 30,000 ファイナンス事業 100
役員の兼務３名

資金融資有 

 (株)Ａ．Ｃインベストメ

ント
東京都中央区 30,000

インベストメント事

業 
100

役員の兼務３名

資金の融資有 

 (株）Ａ．Ｃインターナ

ショナル
東京都世田谷区 30,000

ゴルフ・リゾート事

業 
100

役員の兼務２名

資金の融資有 

 ナンテック（株） 大阪府枚方市 10,000 建設事業 
100

(100)
 

 (有）広島紅葉カント

リークラブ
広島県廿日市市 9,000 ゴルフ場運営 

100

(100)
資金の融資有 

 (有）シェイクスピアカ

ントリークラブ
北海道石狩市 9,000 ゴルフ場運営 

100

(100)
資金の融資有 

 （注）１．㈱Ａ．Ｃファイナンス及び㈱Ａ．Ｃインターナショナルの両社は、平成18年4月6日付で本店所在地を東京都

　　　　　港区に移転しております。

 　　　２．平成18年5月22日付で㈱Ａ．Ｃインベストメントは、㈱Ａ．Ｃホールディングスと合併いたしました。

       ３．「議決権の所有割合」の欄の（　）内は間接所有割合を内書きで記載しております。

－ 3 －



２．経営方針

（1）会社の経営の基本方針

　当社は「意識・知識・組織を全うし『社会に貢献する企業体を創造する。』・・・意識とはいま何が必要かを問題

提起することである。知識とは、提起された問題を解決する潜在力である。組織とは、潜在力発揮のための集団的機

動力である。」の経営理念の基、①企業価値の向上を目指して、当社グループの一層のの成長を促進させていく事業

の選択を行う。②ステークホルダーへの収益還元が可能となる新規事業への進出により、グループの特性を生かし、

シナジー効果を最大限に追求することで、業績の向上を図っていく。③事業ポートフォリオを考慮することにより、

グループ収益の最大化を図る。

　①～③の経営方針を掲げ、関連事業子会社を取得ののち、各事業における責任の明確化を図り、当社グループ全体

の経営効率改善を図るとともに、Ｍ＆Ａ等の手法を用いて投資事業等の新規事業を慎重に検討した上で実行し、当社

グループの経営基盤確立を図っていきます。

(2) 会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、株主の皆様に対する安定した利益還元を経営の最重要課題のひとつと考え、通期の業績に見合った配当を

行うことを基本としつつ、配当性向を高め、また企業体質の強化と今後の事業展開に備えるための内部留保の充実等

を勘案して決定する方針であります。今後とも企業体質の強化に努め、株主の皆様のご期待に沿うべく努力してまい

る所存でございます。

(3）投資単位の引下げに関する考え方および方針等

　投資単位の引下げにつきましては、現在は引下げの目安となる投資単位50万円を下回っておりますが、今後これを

大きく上回る場合には、業績、市況等を勘案し、その費用ならびに効果等を慎重に検討したうえで、株主利益を基本

として決定してまいりたいと考えております。具体的な施策およびその時期等は未定であります。

(4）目標とする経営指標

　当社は、株主の皆様からお預かりしております株主資本を有効に活用させて頂いておりますが、株主資本利益率

（ROE）等の目標につきましては、目下業績の回復を至上命題として全グループ一丸となって邁進しているところであ

り、安定的収益見通しの確立を待って設定したいと存じます。

(5）中長期的な会社の経営戦略

　当社の前身である＜旧南野建設株式会社＞は、創業以来建設関連業を主体として事業を行ってまいりましたが、公

共事業の低迷により、建設業単体での経営が困難になってまいりました。そこで事業の多角化および新規事業（投資

等）について積極的に取組んで行きたいと考え、また経営基盤の強化を目的とし、平成17年12月1日を期して、持株会

社体制に移行し、社名も「株式会社Ａ．Ｃホールディングス」に変更し、新たにスタートを切りました。

　当面のビジョンといたしましては、ゴルフ場・リゾートの運営管理を柱に建設事業（土地開発、不動産、造成、造

園等）を絡ませ、「日本一のグリーンライフを提供する企業体」を目指します。

１）株式会社Ａ．Ｃホールディングス

①持株会社としての機能として、グループ各社の管理を行う。

②投資事業として、短期で収益が確保できる投資を行う。（直接投資）

③Ｍ＆Ａアドバイザリー業務およびファンドの組成、管理等を行う。（間接投資）

持株会社としての機能の他、直接、間接投資を行うことにより、当社の企業価値向上を目指します。

２）株式会社Ａ．Ｃファイナンス

　①各種動産のリース、賃貸借、売買および管理を行う。

　②金銭の貸付、各種債権の売買およびその他の金融業務を行う。

　リース（ゴルフ場カートを含む）、ファイナンスを中心に事業展開を図り、当社グループの安定収益事業を目指

　します。

３）株式会社Ａ．Ｃインターナショナル

　①レジャー施設への企画および運営、経営を行う。

　②関連用品の企画、販売および輸出入等を行う。

　ゴルフ場等のスポーツ施設、別荘等の宿泊居住施設などへの企画、運営・管理や関連用品の企画販売等により、

　当社グループの安定収益事業を目指します。ゴルフ場への直接の運営・管理は、連結子会社である有限会社広島

　紅葉カントリークラブ、有限会社シェイクスピアカントリークラブが行います。
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４）南野建設株式会社

　　①土木工事および建築工事の設計、施工、監督ならびに請負を行う。

　　②土木建築用機械用具の製造、販売、修理および賃貸を行う。

　　③土地の造成、販売および住宅、建物の販売、賃貸および管理を行う。

従来通りの公共工事に依存していても今後の売上確保の見込みが薄いと判断し、公共事業部門の整理・縮小

を図るとともに、新たに、グループ会社の不動産投資に関係する不動産事業や、主力事業であるゴルフ場周

辺の宅地開発事業および別荘建設販売事業への進出を行っており、業績回復に努めます。

また、連結子会社であるナンテック株式会社も同様の理由で、造園業工事の建設業許可を取得し、造園、ゴ

ルフ場整備工事に特化し、業績の向上に努めます。　

(6) 会社の対処すべき課題

  Ｍ＆Ａをはじめとする新規事業への進出には、高度な戦略の立案および遂行できる人材の獲得および育成を図って

まいります。
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３．経営成績および財政状態

(1）経営成績 

 １）当中間連結会計期間の業績の概況

　 当中間連結会計期間におけるわが国の景気の現状は、国内民需の堅調、輸出の回復、国内株価の上昇等を背景

 とした着実な回復傾向にあるといわれております。しかしながら景気の見通しは、原油をはじめ資源価格の高騰

 が引き続き企業収益を圧迫し、また金融政策が利上げ局面に向かう場合、企業収益にマイナス影響が及ぶ可能性

 もあると予想されます。 

 　このような状況のもとで、当社グループは、建設事業に加えて新規事業を立ち上げ当社グループの収益力及び健

全な財務体質の強化を図りました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 新規事業は、当中間連結会計期間の２月から営業を開始したため、当中間連結会計期間の業績は売上高1,957百

万円、営業損失は105百万円の計上となりました。また、投資事業投資組合からの運用益を計上したことで営業外収

益を297百万円計上いたしましたが、増資に伴う新株発行費の計上等があり、営業外費用は422百万円の計上となり

ました。以上より経常損失は230百万円、中間純損失は181百万円となりました。

   事業の種類別セグメントの業績は次の通りであります。

   『ゴルフ・リゾート事業』につきましては広島紅葉カントリークラブ、シェイクスピアカントリークラブの２

コースを取得いたしました。広島紅葉カントリークラブは２月にオープンし、シェイクスピアカントリークラブは

４月にオープンしております。この結果、売上高は108百万円、営業利益は35百万円となりました。

　『ファイナンス事業』につきましては２月に業務を開始してリース契約12件、割賦販売契約２件が成立しており

ます。この結果売上高66百万円、営業損失0百万円となりました。

『インベストメント事業』につきましては投資事業組合への出資、不動産事業への出資が順調に収益をあげてお

りますが、利益計上にはいたっておりません。この結果、売上高93百万円、営業損失14百万円となりました。

『建設事業』につきましては相変わらずの公共事業削減の中、橋梁談合、防衛施設庁の談合問題の影響もあり、

価格競争の更なる激化により受注、利益率とも非常に厳しい状況であります。この結果、売上高1,688百万円、営業

損失126百万円となりました。

なお、当中間連結会計期間は、中間連結財務諸表の作成初年度であるため、前年同期との比較分析は行っており

ません。（以下「キャッシュ・フロー」及び「生産、受注及び販売の状況」においても同じであります。）

2) 通期業績の見通し 

今後の見通しについては、原油価格の動向の影響等には留意する必要があるものの、企業業績の好調さ、国内の

民間需要に支えられた景気回復が続くものと予想されます。

このような状況の中で、当社も企業価値向上をめざして、持株会社体制へ移行し、完全子会社となった建設業を

はじめとしてグループ会社への事業再編を行い、各事業に対する経営資源の分配、選択及び集中を機動的かつ弾力

的に行っていく考えであります。新規事業や戦略的な事業分野については、Ｍ＆Ａ等の手法を積極的に活用するこ

とにより、当社グループの一層の成長を促進させていく所存であります。

なお、通期の連結業績予想といたしましては、連結売上高4,740百万円、経常利益170百万円、当期純利益230百万

円を見込んでおります。

(2）財政状態

1）当中間連結会計期間の概況

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前中間純損失が163百

万円となりました。株式の発行による収入10,467百万円及び投資有価証券売却による収入209百万円等の収入要因は

ありましたが、有形固定資産（ゴルフ場用地）の取得による支出1,800百万円、営業出資金（不動産売買等の共同事

業）による支出2,870百万円及び投資有価証券の取得による支出2,359百万円の結果、当中間連結会計期間末におけ

る現金及び現金同等物は5,722百万円となりました。

　当中間連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

①　営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果、使用した資金は3,001百万円となりました。これは、主に営業出資金（不動産売買等の共同事

業）による支出によるものであります。

②　投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果、使用した資金は3,761百万円となりました。これは、主に有形固定資産（ゴルフ場２コース

（広島紅葉カントリークラブ、シェイクスピアカントリーフクラブ））の取得による支出及び投資有価証券の

取得による支出によるものであります。
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③　財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果、得られた資金は10,467百万円となりました。これは、主に株式の発行による収入によるもの

であります。

2）キャッシュ・フロー指標のトレンド

平成18年３月中間期

株主資本比率 91.0％

時価ベースの株主資本比率 108.8％

　（注）　株主資本比率：株主資本／総資産

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産

※株式時価総額は、中間期末(期末)株価終値×中間期末(期末)発行済株式数（自己株式控除後）により算出しており

ます。

※キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。

※「債務償還年数」及び「インタレスト・カバレッジ・レシオ」については、有利子負債および利払いがありません

ので記載しておりません。

(3）事業等のリスク

　以下において、当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。

また、必ずしも事業上のリスクとして具現化する可能性が高くないと見られる事項についても、投資家の投資判断

上、重要であると考えられる事項については、投資家および株主に対する情報開示の観点から積極的に開示してお

ります。なお、当社事業等はこれら以外にも様々なリスクを伴っており、ここに記載されたものがリスクの全てで

はありません。そして、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、その発生の回避及び発生の際に

適切な対応に努める方針でありますが、当社株式に関する投資判断は、以下の特別記載事項を、慎重に検討のうえ

行われる必要があると考えられます。

　また、本項において将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当中間連結会計期間末現在において判

断したものです。

１）企業買収及び戦略的提携について

  当社は、持株会社体制へ移行し、既存の事業基盤を拡大するため、あるいは新たな事業に対する進出・補強等の

ために、事業戦略の一環として企業買収や資本提携を行う可能性があります。企業買収や戦略的提携に際しては十

分な検討を行いますが、買収・提携後の事業計画が、当初計画通りに進捗しない場合には、業績に影響を与える可

能性があります。 

２）固定資産の価値減少、保有リスクについて

  平成17年4月1日以降開始する事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」が強制的に適用されることが決定

し、当社も固定資産の減損会計の適用を今期から開始しております。今後、保有資産の将来キャッシュ・フロー等

を算定し、減損額の認識、測定を進めてまいりますが、固定資産の減損会計適用に伴い、固定資産の減損損失の発

生が見込まれ、当社の業績に影響を与える可能性があります。

  また、当社の連結子会社南野建設（株）は機材センター等を各地に保有しておりますが、公共工事削減による売

上不振等、厳しい事業環境や設備の老朽化、品質の高度化等へ対応するため、生産効率と品質の向上を考え、各事

業所において資本の効率的使用を進めるうえで、採算性の低い事業拠点の再編や保有固定資産の処分等により、業

績に影響を与える可能性があります。

３）事業環境の変化、及び市場競合状況について

　当社の連結子会社南野建設（株）は「品質を確保しながら、原価低減への取り組みを行うこと」が、技術の向上、

企業体質の強化、経営基盤の強化を図る上での最優先課題との認識から、「独自工法の技術力強化」、「原価管理

システムでの徹底」に加えて、「ISO　9001認証取得」等により受注拡大、工事原価の縮減を継続的に実施してまい

りましたが、今後、想定を上回る建設需要の減少や主要資材価格等の急激な上昇、さらなる価格競争の激化等が生

じた場合には、業績に重要な影響を与える可能性があります。

 ４）取引先の経営破綻について

　当社グループでは、様々な営業取引を行う際に、与信管理を行っておりますが、経営悪化による取引先の経営破

綻等の発生を完全に排除できるという保証はなく、今後発生した場合には、業績に影響を与える可能性があります。
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(4）時価発行公募増資等に係る資金使途計画及び資金充当実績

  過去５年内における時価発行公募増資等の状況は以下のとおりであります。

1）第三者割当増資に係る資金使途計画および資金充当実績

　平成14年９月25日を払込期日とする第三者割当増資（調達金額363百万円）の資金使途計画および資金充当実績は、

下記のとおりであります。

 ①資金使途計画

 　環境関連事業を開始すべく新会社を設立し、その当該新会社への出資に100百万円を、残額を研究開発費用お

よび運転資金に充当。

 ②資金充当実績

　上記資金使途計画のとおり、環境関連事業に進出する目的で、平成14年10月23日に当社全額出資（100百万円）

による連結子会社（㈱ゼロムエンビロンエンジニアリング）を設立しました。残額は運転資金に充当いたしました。

2）新株予約権発行に係る資金使途計画および資金充当実績

   当社は、行使期間を平成15年１月14日から平成17年９月30日とする。株主以外の者に対して、特に有利な条件を

もって新株予約権を発行（調達資金の総額1,248百万円）しております。

　上記調達資金総額の資金使途計画および資金充当実績は下記のとおりであります。

 ①資金使途計画

　 新規事業（連結子会社、㈱ゼロムエンビロンエンジニアリング）運転資金に200百万円を、当社の借入金返済

に600百万円を、残額を研究開発費および運転資金に充当。

 ②資金充当実績

　 上記調達総額1,248百万円について、資金充当実績は、新規事業（㈱ゼロムエンビロンエンジニアリング）の

運転資金および清算費用に28百円と変更しており、その結果当社の借入金返済に724百万円を、研究開発費に25百

万円、残額は運転資金に充当いたしました。

 3）第三者割当増資に係る資金使途計画及び資金充当実績

 　平成17年7月12日を払込期日とする第三者割当増資（調達資金2,200百万円）の資金使途計画及び資金充当実績は

下記のとおりであります。

 ①資金使途計画

  借入金の返済に500百万円、運転資金に1,000百万円、設備投資（プラズマモール機械購入）に100百万円、建設

業子会社の設立（枚方市）に10百万円、残額を研究開発費に充当。

 ②資金充当実績

  上記調達資金2,200百万円について、当中間連結会計期間までの資金充当実績は、借入金の返済に500百万円、

設備投資（プラズマモール機械購入等）に100百万円、平成17年8月に当社の子会社南野建設（株）全額出資（10

百万円）による子会社（ナンテック㈱）を設立しました。残額は運転資金に充当いたしました。

 4）第三者割当増資に係る資金使途計画及び資金充当実績

  平成17年10月24日を払込期日とする第三者割当増資（調達資金10,880百万円）の資金使途計画及び資金充当実績

は下記のとおりであります。

 ①資金使途計画

  新株式発行諸費用に500百万円、残額は新規事業及び企業活性化を目的としたＭ＆Ａや投資事業における投資資

金に充当。

 ②資金充当実績

  上記調達資金10,880百万円について、当中間連結会計期間までの充当実績は、新株式発行諸費用に412百万円、

平成18年1月に当社の全額出資（各社90百万円）による子会社3社（㈱Ａ．Ｃファイナンス、㈱Ａ．Ｃインターナ

ショナル、㈱Ａ．Ｃインベストメント）を設立、子会社融資に2,895百万円、ゴルフ場買収に1,712百万円、出資

金（投資事業組合）に2,359百万円、残額は今後の投資等のために留保しております。
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４．中間連結財務諸表等
(1）中間連結貸借対照表

 
 

当中間連結会計期間末
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

１．現金預金   5,722,976  

２．受取手形及び完成
工事未収入金等

  882,290  

３．未成工事支出金   312,545  

４．その他たな卸資産   54,215  

５．未収入金   168,612  

６．営業出資金   2,870,000  

７．未収還付消費税等   26,935  

８．その他   40,151  

９．貸倒引当金   △23,677  

流動資産合計   10,054,050 66.1

Ⅱ　固定資産     

(1）有形固定資産 ※１.    

 (ア)賃貸資産     

１．リース資産  60,120   

 賃貸資産合計   60,120  

 (イ)社用資産     

１．建物及び構築物  372,436   

２．機械装置及び運
搬具

 188,703   

３．土地  2,125,602   

４．その他  31,068   

　社用資産合計   2,717,810  

有形固定資産合計   2,777,931 18.3

(2）無形固定資産     

１．ソフトウェア  18,924   

２．その他  5,271   

 無形固定資産合計   24,195 0.1

(3）投資その他の資産     

１．投資有価証券  2,327,384   

２．その他  70,314   

３．貸倒引当金  △41,581   

投資その他の資産
合計

  2,356,117 15.5

固定資産合計   5,158,244 33.9

資産合計   15,212,295 100.0

     

－ 9 －



 
 

当中間連結会計期間末
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）     

Ⅰ　流動負債     

１．支払手形及び工事
未払金等

  708,153  

２．未払法人税等   31,985  

３．未払消費税等   18,391  

４．賞与引当金   1,872  

５．未成工事受入金   217,574  

６．その他   80,190  

流動負債合計   1,058,168 7.0

Ⅱ　固定負債     

１．繰延税金負債   18  

２．退職給付引当金   310,353  

３．その他   840  

固定負債合計   311,211 2.0

負債合計   1,369,379 9.0

     

（資本の部）     

Ⅰ　資本金   1,000,000 6.6

Ⅱ　資本剰余金   13,051,943 85.8

Ⅲ　利益剰余金   △181,550 △1.2

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  △27,234 △0.2

Ⅴ　自己株式   △242 △0.0

資本合計   13,842,915 91.0

負債・資本合計   15,212,295 100.0
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(2）中間連結損益計算書

  
当中間連結会計期間

（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,957,304 100.0

Ⅱ　売上原価   1,606,165 82.1

売上総利益   351,138 17.9

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  456,697 23.3

営業損失   105,558 △5.4

Ⅳ　営業外収益     

　有価証券売却益  24,209   

　有価証券償還益  15,618   

　投資事業組合運用
　益　　　　　　 

 246,458   

  その他  11,067 297,353 15.2

Ⅴ　営業外費用     

新株発行費  412,174   

その他  10,170 422,344 21.6

経常損失   230,549 △11.8

Ⅵ　特別利益     

固定資産売却益  652   

投資有価証券売却
益

 77,980   

貸倒引当金戻入益  16,646   

その他  2,540 97,819 5.0

Ⅶ　特別損失     

固定資産除去損  1,736   

投資有価証券評価
損

 9,000   

減損損失 ※1. 19,721 30,457 1.5

税金等調整前中間
純損失

  163,187 △8.3

法人税、住民税及
び事業税

 18,362 18,362 △0.9

中間純損失   181,550 △9.2

     

－ 11 －



(3）中間連結剰余金計算書

  
当中間連結会計期間

（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   2,634,332

Ⅱ　資本剰余金増加高    

増資による新株発行  5,440,000  

減資差益  7,156,675 12,596,675

Ⅲ　資本剰余金減少高    

資本準備金による欠
損填補 

 2,179,065 2,179,065

Ⅳ　資本剰余金中間期末残高   13,051,943

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   △2,179,065

Ⅱ　利益剰余金増加額    

資本準備金による欠
損填補

 2,179,065 2,179,065

Ⅲ　利益剰余金減少高    

中間純損失  181,550 181,550

Ⅳ　利益剰余金中間期末残高   △181,550
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(4）中間連結キャッシュ・フロー計算書

 
 

当中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

  

税金等調整前中間純
利益・損失（△）

 △163,187

減価償却費  31,966

減損損失  19,721

貸倒引当金の増加・
減少（△）額

 2,446

工事受注引当金の増
加・減少(△)額

 △6,000

賞与引当金の増加・
減少（△）額

 △8,617

退職給付引当金の増
加・減少（△）額

 13,420

受取利息及び受取配
当金

 △1,365

有価証券売却益  △24,209

有価証券償還益  △15,618

投資有価証券売却益  △77,980

投資事業組合運用益  △246,458

新株発行費  412,174

その他損益  9,493

売上債権の増加
（△）・減少額

 △515,034

未成工事支出金の増
加（△）・減少額

 △14,462

その他たな卸資産の
増加（△）・減少額

 △48,355

未収還付消費税等増
加（△）・減少額

 △26,492

営業出資金の増加
（△）・減少額 

 △2,870,000

その他流動資産の増
加（△）・減少額 

 50,098

仕入債務の増加・減
少（△）額

 407,569

未成工事受入金の増
加・減少（△）額 

 31,784

未払消費税等の増
加・減少（△）額

 18,391

その他流動負債の増
加（△）・減少額

 32,109

その他固定負債の増
加（△）・減少額 

 840
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当中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

小計  △2,987,767

利息及び配当金の受
取額

 1,365

法人税等の支払額  △15,201

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △3,001,602

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

  

有価証券の償還によ
る収入

 26,274

有形固定資産の取得
による支出

 △1,800,149

有形固定資産の売却
による収入 

 838

投資有価証券の取得
による支出

 △2,359,159

投資有価証券の売却
による収入 

 209,914

投資有価証券の払戻
し 

 200,000

貸付けによる支出  △20,009

貸付金の回収による
収入

 342

その他  △19,499

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △3,761,448

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

  

株式の発行による収
入

 10,467,825

自己株式の取得によ
る支出

 △100

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 10,467,724

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増加・減少（△）額

 3,704,674

Ⅴ　新規連結に伴う現金及
び現金同等物の増加額

 10,000

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 2,008,302

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末残高

※ 5,722,976
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当中間連結会計期間

（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　　　7社

主要な連結子会社名

㈱Ａ．Ｃファイナンス 

㈱Ａ．Ｃインターナショナル

㈱Ａ．Ｃインベストメント 

 南野建設㈱

２．持分法の適用に関する事項 (1）持分法適用の関連会社数

該当ありません 

３．連結子会社の中間決算日

等に関する事項

　連結子会社の中間期の末日は、中

間連結決算日と一致しております。

４．会計処理基準に関する事項 (イ)重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

関連会社株式

総平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

　中間連結決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により処理

し、売却原価は総平均法によ

り算定）

時価のないもの

　総平均法による原価法

 ②　たな卸資産

未成工事支出金

　個別法による原価法

その他たな卸資産

  販売用不動産

 　 個別法による原価法

商品

　個別法による原価法

材料貯蔵品

　先入先出法による原価法

 (ロ)重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

 　(ア)賃貸資産

　　リース資産

　リース 期間を償却年数とし、

リース期間満了時の処分見積価

額を残存価額とする定額法を採

用しております。

 　(イ)社用資産

　定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物及び構築物　６～50年

機械装置及び運搬具

　　　　　　　　３～10年

 ②　無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、ソフトウェア（自社利

用）については、社内における

見込利用可能期間（５年）によ

る定額法を採用しております。
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項目
当中間連結会計期間

（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

 (ハ)重要な繰延資産の処理方法

①　新株発行費

　支払時に全額費用として処理

しております。

 (ニ)重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　売上債権等の貸倒損失に備え

るため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については、個別

に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。

 ②　賞与引当金

　従業員の賞与の支払いに備え

るため、将来の支給見込額のう

ち当中間連結会計期間の負担額

を計上しております。

 ③　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、退職給付会計に関する実務

指針（中間報告）（日本公認会

計士協会　会計制度委員会報告

第13号）に定める簡便法（期末

自己都合要支給額を退職給付債

務とする方法）により、当中間

連結会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上し

ております。

 (ホ）収益及び費用の計上基準 

①　完成工事高の計上基準 

 　　  完成工事高は、工事完成基

　　準によっておりますが、請負金

　　額１億円以上で、かつ工期が１

　　年超の工事については、工事進

    行基準によっております。

　　（中間連結財務諸表作成のため

　　　の基本となる重要な事項の変

　　　更）

 　完成工事高の計上は、従来工

事完成基準を採用してきました

が、環境の変化にともない長期

請負工事について適正な期間損

益を計上するため、当中間連結

会計期間より請負金額１億円以

上で、かつ工期が１年超の工事

については、工事進行基準を採

用する事に変更いたしました。

　この結果、従来の方法によっ

た場合に比べて当中間連結会計

期間の売上高が53,111千円、売

上原価が48,132千円増加し、営

業損失、経常損失及び税金等調

整前中間純損失は4,978千円それ

ぞれ減少しております。

　なお、セグメント情報に与え

る影響は、当該箇所に記載して

おります
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項目
当中間連結会計期間

（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

 ②　割賦販売取引の割賦売上

　高及び割賦売上原価の計上

　基準　　　　　　

 　　　割賦販売取引は、商品の引

　　渡し時に、その契約高の全額を

　　割賦売上高に計上するととも

　　に、それに対応する割賦売上原

　　価を計上しております。

 　　 なお、支払期日未到来の割賦

    売掛金に対応する未経過利益は

    割賦未実現利益として繰延処理

    しております。

 (ヘ)重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっており

ます。

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資金

の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

６．消費税等の会計処理 　税抜方式によっております。

 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

項目
当中間連結会計期間

（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

 (固定資産の減損に係る会計基準)

　当中間連結会計期間より、固定

資産の減損に係る会計基準（「固

定資産の減損に係る会計基準の設

定に関する意見書」（企業会計審

議会　平成14年8月9日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用

指針第6号　平成15年10月31日）を

適用しております。これにより税

金等調整前中間純損失は、19,721

千円増加しております。

  なお、減損損失累計額につきま

しては、改正後の中間連結財務諸

表規則に基づき資産（土地）の金

額から直接控除しております。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

項目
当中間連結会計期間末
（平成18年３月31日）

※１．有形固定資産減価償却

累計額

2,770,014千円

　２．偶発債務  

裏書手形 11,703千円

　３．消費税等の表示方法 　売上等に係る仮受消費税等と仕入

等に係る仮払消費税等とは相殺して

表示しております。

（中間連結損益計算書関係）

項目
当中間連結会計期間

（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

※１．減損損失  当中間連結会計期間において、当

社グループは次の資産について減損

損失を計上いたしました。

種類：　土地

用途：　遊休不動産

場所：　岐阜県多治見市大畑町

上記の土地につきましては、資材置

場として使用しておりましたが、現

在は遊休状態であり、かつ地価が著

しく下落しているため、帳簿価格を

回収可能価格まで減額し、当該減少

額を減損損失（19,721千円）として、

特別損失に計上いたしました。なお、

当該土地の回収可能価格は、正味売

却価格により測定しており、固定資

産税評価を基に評価しております。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中

　間連結貸借対照表に掲記されている科目

　の金額との関係

（平成18年３月31日現在）

現金預金勘定 5,722,976千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金及び定期積金

－

現金及び現金同等物 5,722,976千円
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①　リース取引

 ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

②　有価証券

当中間連結会計期間末（平成18年３月31日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

　該当事項はありません。

２．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

株式 158,415 141,504 △16,910

その他 109,905 99,599 △10,305

合計 268,320 241,104 △27,216

３．時価のない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 16,123

投資事業有限責任組合等 2,070,156

 合計 2,086,279

③　デリバティブ取引

　当中間連結会計期間（自平成17年10月１日　至平成18年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

当社グループは、デリバチィブ取引を全く利用していないため、当該事項はありません。 
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④　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当中間連結会計期間（自平成17年10月１日　至平成18年３月31日）

 
ゴルフ・リ
ゾート事業
（千円）

ファイナンス
事業 

（千円） 

インベストメ
ント事業 
（千円） 

建設事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高        

(1）外部顧客に対する

売上高
108,932 66,924 93,047 1,688,399 1,957,304 － 1,957,304

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

－ 55 － － 55 △55 － 

計 108,932 66,980 93,047 1,688,399 1,957,360 △55 1,957,304

営業費用 73,229 67,649 107,645 1,815,276 2,063,800 △937 2,062,862

営業利益又は営業損失

（△）
35,703 △669 △14,597 △126,876 △106,440 881 △105,558

（注）１．事業区分の方法

　　　　　　　　　日本標準産業分類を参考に、経営の多角化の実態が具体的かつ適切に開示できるよう、事業を区分

　　　　　　　　　しております。　　　　　　　　 

　　　２．各事業の主要事業内容

事業区分 主要な事業

 ゴルフ・リゾート事業 ゴルフ場の買収、運営を行っています。

 ファイナンス事業 リース業、割賦販売、貸金業を行っています。

 インベストメント事業 不動産、投資事業組合等へ投資しています。

 建設事業
推進工法による下水道、電力、上水道及びその他地下埋設ライフラインの管渠

敷設工事の請負施工をしています。

 　　　３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

 　　　４．会計処理の変更

 　　　　　　　　　「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４（ホ）に記載のとおり、連結子会社１

　　　　　　　　　社は完成工事高の計上基準を変更したことにより、従来と同じ方法によった場合に比べ、当中間連結

　　　　　　　　　会計期間の建設事業の売上高及び営業費用は、それぞれ53,111千円、48,132千円増加し、営業利益は

　　　　　　　　　4,978千円増加しております。　　　　　 

ｂ．所在地別セグメント情報

当中間連結会計期間（自平成17年10月１日　至平成18年３月31日）

　本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店はないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

当中間連結会計期間（自平成17年10月１日　至平成18年３月31日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

項目
当中間連結会計期間

（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 42円67銭

１株当たり中間純損失 0円60銭

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益

－

　（注）　１株当たり中間純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間純損失金額の

算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当中間連結会計期間

(自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日)

１株当たり中間純損失金額  

中間純損失（千円） 181,550

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る中間純損失（千円） 181,550

期中平均株式数（株） 301,568,837

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要

 

 　　　　　　　　－

（重要な後発事象）

当中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

該当事項はありません。 

－ 21 －



５．生産、受注及び販売の状況

(1)受注実績

区分
当中間連結会計期間

（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前年同期比（％）

建設事業（千円） 880,809 －

合計（千円） 880,809 －

 (2)販売実績

区分
当中間連結会計期間

（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前年同期比（％）

ゴルフ・リゾート事業（千円） 108,932 －

ファイナンス事業（千円） 66,924 －

インベストメント事業（千円） 93,047 －

建設事業（千円） 1,688,399 －

合計（千円） 1,957,304 －

　（注）１．当社では、建設事業以外の受注生産は行っておりません。

　　　　２．当社では、生産実績を定義することが困難であるため「生産の状況」は記載しておりません。

３．記載の金額には消費税等は含まれておりません。
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