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１．18年９月期の連結業績（平成17年10月１日～平成18年９月30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９月期 4,097 － △116 － △234 －

17年９月期 － － － － － －

当期純利益
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
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年９月期 214 － 0 66 － － 1.9 △1.9 △5.7

17年９月期 － － － － － － － － －

（注）①持分法投資損益 18年９月期 －百万円 17年９月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 18年９月期 327,502,490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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

⑤当社は18年９月期が連結財務諸表作成初年度であるため、前連結会計年度及び対前年同期増減率の記載を行って

　おりません。 

(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 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

18年９月期 20,759 19,382 92.4 45 20

17年９月期 － － － － －

（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月期 424,428,513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９月期 △623 △7,269 15,488 9,613

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 8社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） －社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．19年９月期の連結業績予想（平成18年10月１日～平成19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

中間期 2,400 240 200

通期 6,000 600 500

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　1円17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

　当社グループは、当社および連結子会社8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、ナンテック株式会社、株式会社米山水源カントリークラブ、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、有限会社ランデヴー）並びに非連結子会社2社により構成されております。

　当社グループの事業内容及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)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、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

　　水道管等の改善・更正工事及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。

 
建設事業 

南野建設㈱ 

ナンテック㈱ 

ファイナンス事業 

㈱A.C ファイナンス  

インベスメント事業 

㈱A.C インターナショナル 

(有)広島紅葉カントリークラブ 

(有)シェイクスピアカントリークラブ 

 

 

 

 

 

 

 

顧
客    

・   

取
引
先 

ゴルフ・リゾート事業 

㈱
Ａ
・
Ｃ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス 

㈱米山水源カントリークラブ 

 

 

 

 

 

(有)ランデヴー 
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 　(関係会社の状況)

  （連結子会社）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成18年9月30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 

　南野建設㈱  大阪府枚方市 300,000 建設事業 100
 役員の兼務3名 

 

 ㈱Ａ．Ｃインター

 ナショナル
 東京都港区 30,000

 ゴルフ・リゾート

 事業
100

 役員の兼務1名

 資金の融資有

 ㈱Ａ．Ｃファイナ

 ンス
 東京都港区 30,000 ファイナンス事業 100

 役員の兼務３名

 資金の融資有

 ナンテック㈱  大阪府枚方市 10,000 建設事業 
100

（100）
 役員の兼務1名 

 ㈱米山水源カント

 リークラブ
 新潟県上越市 20,000 ゴルフ場運営

100

（100）
 資金の融資有

 ㈲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

 ㈲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

 ㈲ランデヴー  東京都渋谷区 3,000 レストラン運営
 100

（100）
 資金の融資有 

 （注）「議決権所有割合」の欄の（　）内は間接所有割合を内書きで記載しております。
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２．経営方針

(１)会社の経営の基本方針

当社は、「組織や企業、既成概念の枠を超え、一歩進んだビジネスモデルネットワークを構築・形成することに

より新しいビジネスモデルを展開し、社会に貢献する企業体を目指す。」の経営理念の基、

　①　グループの特性を活かしシナジー効果を最大限に追求する。

　②　企業価値を高め、社会への貢献とともに自らも成長する。

　③　株主の皆様への大きな収益還元を実現する。 

の経営方針を掲げ、関連事業を子会社化ののち、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

率化を図るとともに、投資事業の積極的推進とともに、将来の業容拡大を意図したＭ＆Ａ及び戦略的提携について

も機動的に行うことにより、当社グループの健全な発展と企業価値拡大に努めてまいります。 

(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。しかし、当事業年度は遺憾ながら無配当の予定でございます。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及び方針等

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令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)中長期的な経営戦略

当社グループは、今期を「収益構造の改善」の年として取り組んでまいりました。その上で、来期以降、「収益

基盤の確立」、「成長、発展基盤の形成」とステップアップすべく、以下の4つの重点施策に沿って事業を展開して

まいります。

　第１のゴルフ・リゾート事業につきましては、既に保有の３コース（広島紅葉カントリークラブ、シェイクスピ

アカントリークラブ、米山水源カントリークラブ）のゴルフ場が順調に収益を計上していることから、ゴルフ場経

営を更に推し進め、首都圏近隣のゴルフ場経営にも積極的に参入することにより、事業の拡大を図ってまいります。

さらに、「マコレストラン東京」を中心としたレストラン事業の展開、居酒屋・和食チェーン店への経営 参画など、

飲食事業への参入を本格化させることにより、当事業の収益拡大を目指します。

　第２のインベストメント事業につきましては、今期の黒字化実現に大いに寄与した投資事業を今後も綿密な調査

を経て、大胆かつ繊細に継続実施してまいります。また、今期の黒字化最優先のために消極的でありました、Ｍ＆

Ａや戦略的提携につきましても、将来の事業拡大のためには不可欠との判断から、積極果敢に推進してまいりま

す。

　第３の建設事業につきましては、従来からの上下水道等のライフライン整備を目的の公共事業から、宅地開発、

住宅建設販売地の不動産関連事業、ゴルフ・リゾート事業分野での改修・緑化及び管理事業等の新規事業への転換

を図っていくとともに、不動産事業部の新設、不採算部門の縮小・廃止といった組織再編を徹底することにより、

当事業分野の収益改善を図ってまいります。

　第４のファイナンス事業につきましては、全国のゴルフ場を対象に、ゴルフ場管理機器、車両等のリースを積極

的に展開していくことなどにより、リース事業の拡大を図るとともに、企業を対象とした融資、投資を積極的に推

進することにより、収益の確保を目指してまいります。

　当社グループは、「復配の実現」を最優先課題とし、株主への収益還元継続を目指して、業績の向上に取り組ん

でまいります。　　　　　　　　　　　

　　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おこなう。（直接投資）

　　　　③Ｍ＆Ａアドバイザリー業務及びファンドの組成、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。

－ 4 －



　　２）株式会社Ａ．Ｃファイナンス

　　　　①各動産のリース、賃貸借、売買及び管理を行う。

　　　　②金銭の貸付、各種債権の売買及びその他金融業務を行う。

　　　　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及び運営、経営を行う。

　　　　②関連用品の企画、販売及び輸出入等を行う。

　　　　③飲食店の経営及び飲食店経営者の育成を行う。

　　　　レストランの経営、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

　　　　である株式会社米山水源カントリークラブ、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。

　　４）南野建設株式会社

　　　　①土木工事及び建築工事の設計、施行、監督並びに請負を行う。

　　　　②土木建築用機械用具の製造、販売、修理及び賃貸を行う。

　　　　③土地の造成、販売及び住宅、建物の販売、賃貸及び管理を行う。

　　　　従来どおりの公共事業に依存していても今後の売上の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事業や、主力事業であるゴルフ場周辺の宅地開発事業及び別荘

　　　　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、業績の改善を行い、業績の向上に努めます。

(６)会社の対処すべき課題

　　１）投資案件の発掘強化

　　日本の景気回復とともに、競争激化に伴い、新規案件の発掘の強化が重要課題となってきております。今後は、

　従来のネットワークを強化すると共に、新しい紹介先の発掘及びグループ企業内での投資情報の共有化により投資

　案件の発掘強化をして参ります。

２）建設事業の黒字化

　　公共事業削減の中、土木工事一本で生き残るには難しく、民間市場への参入も含めた抜本的な改革が必要かと　

　考えております。また、今期より行っております宅地開発及び住宅販売市場への本格的な参入が早急な課題であ　

　ります。 

(７)内部管理体制の整備・運用状況

 　　　 本事項の詳細につきましては、平成18年5月31日付で株式会社ジャスダック証券取引所に提出し、開示いたしま 

      した「コーポレートガバナンスに関する報告書」をご参照ください。

　(８)親会社等に関する事項

 　　　 該当する事項はありません。

  (９)その他、会社の経営上の必要な事項

 　　　 該当する事項はありません。
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３．経営成績および財政状態

(1）経営成績

１）当事業年度の業績

　当連結会計年度におけるわが国の景気の状況は、企業収益は改善し、設備投資の増加、個人消費の増加、輸出の

回復等を背景に景気回復が続くと見込まれます。また、海外においても米国、中国を中心として景気の拡大は続い

ております。しかしながら、原油価格の動向が内外経済に与える影響に留意する必要があります。

　このような経済状況のもとで、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に取り組んで参りました。

　その結果、当連結会計年度の業績は売上高4,097百万円、営業損失116百万円の計上となりました。投資事業組合

からの運用益を計上したことで営業外収益を494百万円計上いたしましたが、平成17年10月と平成18年８月の２回の

増資に伴う新株交付費の計上等があり、経常損失は234百万円となりました。しかし、貸付債権受贈益403百万円の

計上があったため、当期純利益は214百万円となりました。　

 　　　 事業別の状況は次のとおりです。

　　　　『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、米

　　　山水源カントリークラブのゴルフ場３コースを取得、レストラン運営会社である有限会社ランデヴーの子会社化を

　　　行いました。この結果、売上高は613百万円、営業利益は47百万円となります。

　　　　『ファイナンス事業』つきましては、リース契約27件、割賦販売契約5件、投資事業契約1件が成立いたしており

      ます。この結果、売上高は170百万円、営業利益は12百万円となります。　

 　　　 『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上げ、

      売上高は460百万円、営業利益は93百万円となります。

 　　　 また、今後の事業展開を図るため、株式会社ジェイジーエス及び株式会社プリズミックと業務提携をしておりま

      す。

　『建設事業』につきましては、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

更なる激化による受注の減少、宅地開発および住宅建設販売の来期への順延があり、厳しい状況であります。その

結果売上高は2,857百万円、営業損失は272百万円となります。

２）次期業績の見通し

    今後の見通しにつきましては、日本経済については、引き続き回復基調をたどることが予想されますが、原油

　価格高騰の長期化や国内の金利上昇懸念等から民間設備や個人消費の抑制を招く恐れがあります。

 　　　　 こうした中で、当社グループは、今期、「収益構造の改善」として黒字化体制を構築することができました。

　　　　次期は、この基盤を十分に機能させ、さらにステップアップすべく、総力を上げて中期経営計画の諸施策に取り

　　　　組み、安定した利益を確保して企業価値を高めてまいる所存であります。そのため、に、グループ各社が一体と

　　　　なって、収益力の強化、財務体質の改善をすすめてまいります。

　　なお、次期の業績の見通しにつきましては、売上高6,000百万円、経常利益600百万円、当期純利益500百万円

　を予想しております。

(2）財政状態

 　 １）財政状態

 　　　　 当連結会計年度における総資産は、207億59百万円となりました。流動資産においては平成18年8月に当連結会

　　　　計年度における二度目の増資により現金預金が96億13百万円となりました。

 　　　　 有形固定資産は、ゴルフ場及びテナントビルの取得により、建物及び構築物が18億75百万円、土地が30億88百

　　　　万円となりました。

 　　　　 固定負債は、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新規会員募集及び米山水源カン

　　　　トリークラブ、テナントビルの取得により預かり保証金は2億65百万円となりました。

 　　　　 株主資本においては、増資により資本金及び資本準備金が158億80百万円増加し、また当期純利益2億14百万円

　　　　の計上に伴い、192億66百万円となりました。

２）当連結会計年度のキャッシュ・フローの概況

 　　　　 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「現金」という。）の期末残高は96億13百万円となりまし

　　　　た。

 　　　　 当連結会計年度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

　営業活動によるキャッシュ・フローは、6億23百万円の支出となりました。その主な内訳は、営業出資金の増

加額3億40百万円、営業貸付金の増加額2億49百万円であります。

②　投資活動によるキャッシュ・フロー
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  投資活動によるキャッシュ・フローは、72億69百万円の支出となりました。その主な内訳は、有形固定資産

の取得による支出34億31百万円、投資有価証券の取得による支出57億15百万円であります。　

③　財務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・フローは154億88百万円の収入となりました。その主な内訳は、増資による収入

152億94百万円、新株予約権の発行による収入1億93百万円でおります。

３）キャッシュ・フロー指標トレンド

 平成18年9月期 

自己資本比率 92.4％ 

 時価ベースの自己資本比率 96.1％ 

　（注）　自己資本比率：自己資本／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、期末株価終値×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。

※「債務償還年数」および「インタレスト・カバレッジ・レシオ」については、有利子負債及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、その発生の回避および発生の際

　　　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、当該事項は当連結会計年度末現在において判明し

　　　たものです。

 　１） 企業買収および戦略的提携について

　　　　当社は、持株会社体制に移行し、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

　　　分な検討を行っていますが、買収・提携後の事業計画が、当初計画通りに進歩しない場合には、業績に影響を与え

　　　る可能性があります。

 　２） 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、経営悪化により取引先の経営破

　　　　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、

以下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。

　このうち、当事業年度末までは、新株予約権の権利行使により48,000千株を発行し、1,248百万円を調達いたしまし

た。上記調達資金総額の資金使途計画および当事業年度までの資金充当実績は概略以下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、当事業年度までの資金充当実績は、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および資金充当実績

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

は以下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100百万円、残額を研究開発費に充当。

２）資金充当実績

　上記資金使途計画のとおり、借入金を全額返済し、平成17年8月1日に当社全額出資（10百万円）による子会社

（ナンテック㈱）を設立しました。残額は投資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および資金充当実績

 　　 　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

　　 は下記のとおりです。

　　　 ①資金使途計画

　　　　 新株式発行諸費用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30百万円）による子会社（㈱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3,465百万円、ゴルフ場買収に1,712百万円、会社買収

       に420百万円、出資金（投資事業組合）に3,137百万円、残額は今後の投資等のために留保しております

 　(5）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18年8月8日を払込期日とする第三者割当増資（調達資金5,000百万円）に資金使途計画及び資金充当実績は下

　 　記のとおりです。

　     ①資金使途計画

　　　　 新株発行諸経費179百万円、残額はゴルフ・リゾート事業を展開していく上においての投資資金に充当。

　     ②資金充当実績

　　     上記調達資金5,000百万円について、当連結会計期間までの充当実績は、新株式発行諸費用に179百万円、残額
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　　　　は、今後の投資等のために留保しております。

   (6）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

 　    当社は、平成18年8月8日に行使期間を平成18年8月9日から平成19年9月30日とする新株予約権を発行しました。

 　　株主以外の者に新株予約権を発行（調達資金の総額10,200百万円）しております。

　　 　①資金使途計画

　　　 　今後のＭ＆Ａ、不動産投資等への投資を行うための投資資金に充当。

　　　 ②資金充当実績

　　　 　平成18年9月30日現在において、権利行使は行われておりませんので、資金の調達はありません。
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５．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
当連結会計年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30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   9,613,699  

２．受取手形及び完成工事
　　未収入金等

  490,891  

３．未成工事支出金   164,827  

４．その他たな卸資産   69,072  

５．未収還付消費税等   83,689  

 ６．繰延税金資産   16,759  

 ７．その他   858,744  

８．貸倒引当金   △13,522  

　　　流動資産合計   11,284,163 54.3

Ⅱ　固定資産     

 １．有形固定資産 ※1    

 　　(ア)賃貸資産     

１．リース資産  61,389   

　賃貸資産合計   61,389  

(イ)社用資産     

１．建物及び構築物  1,875,106   

２．機械装置及び運搬具  228,335   

３．土地  3,088,322   

４．その他  68,557   

社用資産合計   5,260,321  

２．無形固定資産     

 (1)ソフトウェア  22,594   

 (2)のれん  580,598   

 (3)その他  5,554   

  無形固定資産合計   608,747 2.9

 ３．投資その他の資産     

(1)投資有価証券  3,430,266   

(2)長期貸付金  40,405   

(3)その他  108,929   

(4)貸倒引当金  △34,815   

投資その他の資産合計   3,544,786 17.0

　固定資産合計   9,475,244 45.6

　　　資産合計   20,759,407 100.0
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当連結会計年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30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 

  380,618  

  ２．未払法人税等   87,465  

　３．未払消費税等   26,365  

４．賞与引当金   8,381  

５．その他   326,094  

　流動負債合計   828,926 3.9

Ⅱ　固定負債     

１．退職給付引当金   281,718  

２．その他   265,955  

　固定負債合計   547,673 2.6

負債合計   1,376,599 6.6

 (少数株主持分)   － －

少数株主持分   － －

（純資産の部）     

Ⅰ　株主資本     

１．資本金   3,500,000 16.8

２．資本剰余金   15,551,943 74.9

３．利益剰余金   214,787 1.0

４．自己株式   △260 0.0

株主資本合計   19,266,470 92.8

Ⅱ　評価・換算差額等     

　その他有価証券評価差金   △83,662 △0.4

評価・換算差額等合計   △83,662 △0.4

Ⅲ　新株予約権   200,000 0.9

Ⅳ　少数株主持分   －  

純資産合計   19,382,807 93.3

負債純資産合計   20,759,407 100.0
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(2）連結損益計算書

 

  
当連結会計年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   4,097,526 100.0

Ⅱ　売上原価   2,893,161 70.6

売上総利益   1,204,364 29.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2  1,320,649 32.2

営業損失   116,284 △2.8

Ⅳ　営業外収益     

１．受取利息  4,148   

２．受取配当金  3,525   

３．有価証券売却益  24,209   

４．有価証券償還益  15,618   

５．投資事業組合運用益  421,242   

６．その他営業外収益  25,322 494,066 12.0

Ⅴ　営業外費用     

１．株式交付費  585,120   

２．その他営業外費用  26,993 612,113 14.9

　　経常損失   234,331 5.7

Ⅵ　特別利益     

  １．固定資産売却益  653   

２．投資有価証券売却益  86,986   

３．貸倒引当金戻入益  17,621   

４．貸付債権受贈益  403,783   

５．その他特別利益  2,419 511,463 12.4

Ⅶ　特別損失     

１．固定資産除売却損  2,971   

２．投資有価証券評価損  9,000   

３．営業所移転費用  8,575   

４．減損損失  ※３ 19,721   

５．その他特別損失  800 41,067 1.0

　税金等調整前当期純利益   236,064 5.7

　法人税、住民税及び事業
　税

 38,036  0.9

　法人税等調整額  △16,759 21,277  

　　当期純利益   214,787 5.2
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(3）連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

 (単位：千円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年９月30日　残高 2,716,675 2,634,332 △2,179,065 △141 3,171,801

連結会計年度中の変動額

新株の発行 7,940,000 7,940,000 － － 15,880,000

減資 △7,156,675 7,156,675 － － －

 資本準備金の取崩 － △2,179,065 2,179,065 － －

当期純利益 － － 214,787 － 214,787

自己株式の取得 － － － △118 △118

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計 783,324 12,917,610 2,393,853 △118 16,094,668

平成18年９月30日　残高 3,500,000 15,551,943 214,787 △260 19,266,470

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

平成17年９月30日　残高 22,912 22,912 － 3,194,714

連結会計年度中の変動額

新株の発行 － － － 15,880,000

減資 － － － －

資本準備金の取崩 － － － －

当期純利益 － － － 214,787

自己株式の取得 － － － △118

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
△106,575 △106,575 200,000 93,424

連結会計年度中の変動額合計 △106,575 △106,575 200,000 16,188,092

平成18年９月30日　残高 △83,662 △83,662 200,000 19,382,807
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
当連結会計年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30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

  

税金等調整前当期純利益・損失
（△）

 236,064

減価償却費  76,062

減損損失  19,721

貸倒引当金の増加・減少（△）
額

 △14,474

工事受注損失引当金の増加・減
少（△）額

 △6,000

賞与引当金の増加・減少（△）
額

 △2,108

退職給付引当金の増加・減少
（△）額

 △15,214

受取利息及び配当金  △7,673

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  △86,986

貸付債権受贈益  △403,783

投資事業組合運用益  △421,242

株式交付費  585,120

その他損益  18,115

売上債権の増加（△）・減少額  △102,242

未成工事支出金の増加（△）・
減少

 133,255

その他たな卸資産の増加
（△）・減少額

 △56,735

未収還付消費税等の増加
（△）・減少額

 △33,050

営業出資金の増加（△）・減少  △340,000

営業貸付金の増加（△）・減少  △249,000

その他流動資産の増加（△）・
減少額

 △26,705

仕入債務の増加・減少（△）・
減少額

 60,259

未成工事受入金の増加・減少
（△）額

 △120,874

未払消費税の増加・減少（△）
額

 23,747

その他流動負債の増加（△）・
減少額

 134,116
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当連結会計年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）

その他固定負債の増加（△）・
減少額

 23,855

小計  △615,598

利息及び配当金の受取額  7,660

法人税等の支払額  △15,688

     営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △623,626

 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

有価証券の売却による収入  62,432

連結子会社株式取得による支出  △169,693

連結子会社出資金の取得による
支出

 △37,708

有形固定資産の取得による支出  △3,431,037

有形固定資産の売却による収入  974

投資有価証券の取得による支出  △5,715,354

投資有価証券の売却による収入  488,675

投資有価証券の払戻しによる収
入 

 2,418,657

貸付けによる支出  △889,500

貸付金の回収による収入  1,033

その他の投資支出  △24,251

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △7,269,496

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  15,294,879

新株予約権の発行による収入  193,760

自己株式の取得による支出  △118

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

 15,488,520

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額  7,595,397

 　   新規連結に伴う現金及び現金
　　　同等物の増加額

 10,000

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  2,008,302

Ⅵ　現金及び現金同等物期末残高  9,613,699
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当連結会計年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１．連結の範囲に関する事項 （1）連結子会社の数　　８社

　 主要な連結子会社

　　 ㈱Ａ．Ｃファイナンス

　　 ㈱Ａ．Ｃインターナショナル

　　 南野建設㈱

 （2）主要な非連結子会社の名称等

　　　主要な非連結子会社

　　　　㈲米山水源カントリークラブ

　　　　㈲Ａ．Ｃリゾート

　　（連結の範囲から除いた理由）

　　　非連結子会社はいずれも小規模であ

　　　り、各社の総資産、売上高、当期純

　　　損益（持分に見合う額）等は、連結

　　　財務諸表に重要な影響を及ぼしてい

　　　ないためであります。 

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

　　 該当はありません。

 （2）持分法を適用していない非連結子会

　　 社(㈲米山水源カントリークラブ、

　　 ㈲Ａ．Ｃリゾート）は、当期純損益

　　 （持分に見合う額）及び利益剰余金

　　 （持分に見合う額）等からみて、持

　　 分法の対象から除いても連結財務諸

　　 表に及ぼす影響が軽微であり、か

　　 つ、全体としても重要性がないため

　　 持分法の適用範囲から除外しており

     ます。

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

 すべての連結子会社の事業年度の末日は、

連結会計年度と一致しております。
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項目
当連結会計年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

４．会計処理基準に関する事

項

 

 

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

　①有価証券

　　子会社株式及び関連会社株式

　　　総平均法による原価法

　　その他有価証券

　　　連結決算日に市場価格等に基づく時

　　　価法（評価差額は全部純資産直入法

　　　により処理し、売却原価は総平均法

　　　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

(2）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

　　りです。

　　　建物及び構築物　6年～50年

　　　機械装置及び運搬具

　　　　　　　　　　　3年～10年

 ②無形固定資産

　　 定額法を採用しております。

　　 なお、ソフトウエア（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。

(3）重要な繰延資産の処理

方法

①株式交付費

　　支出時に全額費用として処理してお

　ります。

 ②社債発行費等

 　　支出時に全額費用として処理してお

　 ります。
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項目
当連結会計年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

(4）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

　 おります。

(5)重要な収益及び費用の計

上基準 

 ①工事進行基準

　 　請負工事１億円以上かつ工期が１年超

　の工事。

 ②工事完成基準

　 　上記以外の工事。

(6）重要なリース取引の処

理方法

　　リース資産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。

(7) その他連結財務諸表作

成のための基本となる

重要な事項

 ①消費税等の会計処理

　　 税抜方式によっております。

 ②のれんの償却方法及び償却期間

　　 ５年間の均等償却を行なっておりま

　　す。

５．連結子会社の資産及び負

　　債の評価に関する事項

 　 連結子会社の資産及び負債の評価につ

　いては、全面時価評価法を採用しており

　ます。

６．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現金及

　び容易に換金可能であり、かつ、価値の

　変動について些細なリスクしか負わない

　取得日から３カ月以内に償還期限の到来

　する短期投資からなっておます。
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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
当連結会計年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

 固定資産の減損に係る会計

 基準

　当連結会計年度より、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当

期純利益は、19,721千円減少しておりま

す。

　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。

　なお、減損損失累計額につきましては、改

正後の連結財務諸表規則に基づき資産（土

地）の合計から直接控除しております。 

 貸借対照表の純資産の部の

 表示に関する会計基準 

 当連結会計年度より、「貸借対照表の純 　

　資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準5号　平成17年12月９日）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適用指針代

8号　平成17年12月９日）を適用しておりま

す。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は

19,182,807千円であります。

　なお、連結財務諸表規則の改正により、当

連結会計年度における連結貸借対照表の純資

産の部については、改正後の連結財務諸表規

則により作成しております。

 完成工事高の計上基準 　完成工事高の計上は、従来工事完成基準に

よっておりましたが、請負工事が１年を超え

るものが増加してきたこと及び平成17年12月

１日を分割期日として、当社を持株会社とし、

建設事業を南野建設株式会社（100％出資子

会社）に承継させる会社分割を行ったことを

契機として、長期請負工事について適正な期

間損益を計上するため、当連結会計年度より

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こ

とに変更いたしました。

　この結果、従来の方式によった場合に比べ

て、当連結会計年度の売上高が216,770千

円、売上原価が190,454千円増加し、営業損

失、経常損失は26,315千円それぞれ減少し、

税金等調整前当期純利益は、26,315千円増加

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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注記事項

（連結貸借対照表関係）

項目
当連結会計年度

（平成18年9月30日）

 ※１．有形固定資産減価償却

　　 　累計額

 　　2,908,683千円

　 ２．偶発債務

 　　　　 裏書手形

 

 　　　　2,460千円

 

（連結損益計算書関係）

項目
当連結会計年度

（自平成17年10月１日
至平成18年９月30日）

※１．販売費及び一般管理費の主な

内訳　

 

    給与手当 380,737 千円

 租税公課 143,736 千円

 賞与引当金繰入額 5,253 千円

 退職給付引当金繰入額 28,336 千円

 減価償却費 20,957 千円

 貸倒引当金繰入額 7,933 千円

※２．一般管理費及び当期製造費用

に含まれる研究開発費

  

 　　　　　　　　1,090千円

　　 

※３．減損損失　

  

 

 　　当連結会計年度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額を回収可能価額まで減額

     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

     額は正味売却価額により測定しており、固定資産税評

     価額を基に評価しております。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自　平成17年10月1日　至　平成18年9月30日）

 
 　　　 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末株式

数 (株)

当連結会計年度増加株式

数 (株)

当連結会計年度減少株式

数 (株)

当連結会計年度末株式

数 (株)

 発行済株式     

 　　普通株式(注)① 164,428,513 260,000,000 － 424,428,513

 　　　　合計 164,428,513 260,000,000 － 424,428,513

 自己株式(注）     

 　　普通株式② 1,976 1,600 － 3,576

 　　　　合計 1,976 1,600 － 3,576

 　(注) ①普通株式の発行済株式数の増加260,000千株は、第三者割当増資の新株発行（払込期日：平成17年10月24日と

　　　　　平成18年8月8日）を実施したことによる増加であります。

 　　　 ②自己株式の数の増加1,600株は、単元未満株式の買取りによる増加分であります。

 

　　　 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

平成18年新株予約権 普通株式 － 200,000,000 － 200,000,000 200,000

ストック・オプションとし

ての新株予約権
－ － － － －  

連結子会社 － － － － － －  

合計 － － 200,000,000 － 200,000,000 200,000

 　　　３．配当に関する事項

 　　　　（１）配当金支払額

 　　　　　　該当事項はありません。

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

 　　　　　　該当事項はありません。
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当連結会計年度
（自平成17年10月１日 至平成18年９月30日）

※ 現金及び現金同等物の期末残高と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９月30日現在）

現金預金勘定 9,613,699千円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金及び定期積金
－千円

現金及び現金同等物 9,613,699千円

 ※ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳
 
 　株式の取得により新たに株式会社米山水源カントリークラブ及び有限会社ランデヴーを連結し

  たことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに同社株式及び出資金の取得価格と同社取得

  のための支出（純額）との関係は次のとおりであります。

 （単位：千円）

 ㈱米山水源カントリーク

ラブ
㈲ランデヴー

　流動資産 431,160 19,147

　固定資産 492,298 133,210

　のれん 345,718 234,879

　流動負債 87,077 57,737

　固定負債 802,100 289,500

　取得価額 380,000 40,000

　現金及び現金同等物 210,306 2,291

　取得のための支出 169,693 37,708

※ 当連結会計年度に合併した株式会社Ａ.Ｃインベストメントより引き継いだ資産及び負債の主

　な内訳は次のとおりであります。なお、合併により増加した資本金及び資本準備金はありませ

　ん。

 （単位：千円）

　流動資産 187,143

　　資産合計 187,143

　流動負債 175,136

　　負債合計 175,136
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①　リース取引

        ＥＤＩＮＴ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

１．売買目的有価証券

　該当事項はありません。

２．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。

３．その他有価証券で時価のあるもの

 種類

当連結会計年度（平成18年９月30日）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）

差額
（千円）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの

(1）株式 － － －

(2）債券   －

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 －   

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの

(1）株式 311,194 242,686 △68,508

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 109,680 94,526 △15,154

小計 420,875 337,212 △83,662

合計  420,875 337,212 △83,662

４．時価評価されていない主な有価証券の内容

 

当連結会計年度
（平成18年９月30日）

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 72,102

投資事業有限責任組合等 3,020,951

５．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

売却額（千円）
売却益の合計額

（千円）
売却損の合計額

（千円）

551,108 111,195 －
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③　デリバティブ取引

当連結会計年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

  当社グループはデリバティブ取引を全く利用していない為、該当事項はありません。

④　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

　当グループは、確定給付型の制度として退職一時金制度及び厚生年金基金制度（総合設立型）を採用してお

ります。 

  連結子会社の南野建設株式会社は大阪府建設業厚生年金基金に加入しておりますが、当該厚生年金基金制度

は退職給付会計に関する実務指針33項の例外処理を行う制度であります。同基金の年金資産残高のうち加入員

の割合に基づく平成18年９月30日現在の年金資産残高は250,937千円であります。

  なお、当社は退職給付債務及び退職給付費用の算定方法として簡便法を採用しております。

２．退職給付債務及びその内訳

 
当連結事業年度

（平成18年９月30日）

(1）退職給付債務（千円） 281,718

(2）退職給付引当金（千円） 281,718

　　　　　　（注）　厚生年金基金制度は含めておりません。

３．退職給付費用の内訳

 
当連結事業年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

退職給付費用  

(1）勤務費用（千円） 45,499

(2）厚生年金基金(総合設立型)への拠出額

（千円）
13,814

(3）退職給付費用（千円） 59,313

 

⑤　ストック・オプション等

 　　　　ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。
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⑥　税効果会計

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内

訳

繰延税金資産  

未払事業税 19,410千円

退職給付引当金損金算入限度超過

額
117,476千円

承継会社株式 121,102千円

その他 31,361千円

繰越欠損金 793,614千円

繰延税金資産小計 1,082,964千円

評価性引当額 △1,066,205千円

繰延税金資産合計 16,759千円

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

との差異原因となった主な項目別内訳

 

法定実効率

 （調整）

40.6％ 

  住民税均等割 5.4％ 

  法人税等追加課税 3.6％ 

  交際費等永久に損金に算入され

  ない項目

6.3％ 

  繰越欠損金の利用 △45.5％ 

その他 △1.4％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担

率

9.0％ 
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⑦　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当連結会計年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30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）

Ⅰ．売上高及び営業利益        

売上高        

(1）外部顧客に対する

売上高
613,000 166,681 460,779 2,857,065 4,097,526 － 4,097,526

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

917 3,326 － － 4,244 △4,244 －

計 613,918 170,007 460,779 2,857,065 4,101,770 △4,244 4,097,526

営業費用 566,313 157,741 366,844 3,129,670 4,220,568 △6,758 4,213,810

営業利益又は営業損

失（△）
47,605 12,266 93,934 △272,605 △118,798 2,514 △116,284

Ⅱ．資産、減価償却費及

び資本的支出
       

資産 5,682,191 2,202,566 3,415,987 1,716,331 13,017,076 7,742,330 20,759,407

減価償却費 18,248 8,006 － 49,807 76,062 － 76,062

減損損失 19,721 － － － 19,721 － 19,721

資本的支出 3,741,002 77,650 － 8,997 3,827,650 － 3,827,650

（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

 　　　　　　　　　「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」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216,770千円、190,454千円増加し、営業損失は

　　　　　　　　　 26,315千円減少しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

当連結会計年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30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

当連結会計年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30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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⑧　関連当事者との取引

当連結会計年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

 　 該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

項目
当連結会計年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１株当たり純資産額 45円20銭

１株当たり当期純利益金額 0円66銭

潜在株式調整後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

利益については、新株予約権を発行

しておりますが、プレミアムが生じ

ていないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当連結会計年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１株当たり当期純利益金額 0円66銭 

当期純利益（千円） 214,787

普通株主に帰属しない金額（千円） － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 214,787

期中平均株式数（株） 327,502,490

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

 新株予約権１種類

（新株予約権の目的となる株式の数

200,000個）

（重要な後発事象）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

 該当事項はありません。
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６．生産、受注及び販売の状況

(1）受注実績

区分
当事業年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

前年同期比（％）

建設事業（千円） 2,642,938 83.6

合計（千円） 2,642,938 83.6

(2）販売実績

区分
当事業年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

前年同期比（％）

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）

613,000

166,681

460,799

2,857,065

－

－

－

－

合計（千円） 4,097,526 －

　（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．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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