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１．平成19年３月中間期の連結業績（平成18年10月１日～平成19年３月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月中間期 2,225 13.7 104 － 290 － 266 －

18年３月中間期 1,957 － △105 － △230 － △181 －

18年９月期 4,097  △116  △234  214  

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

円 銭 円 銭

19年３月中間期 0 63 － －

18年３月中間期 △0 60 － －

18年９月期 0 66 0 65

（参考）持分法投資損益 19年３月中間期 －百万円 18年３月中間期 －百万円 18年９月期 －百万円

(2）連結財政状態

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

19年３月中間期 21,116 19,580 91.8 45 69

18年３月中間期 15,212 13,842 91.0 42 67

18年９月期 20,759 19,382 92.4 45 20

（参考）自己資本 19年３月中間期 19,380 百万円 18年３月中間期 13,842百万円 18年９月期 19,182百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

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

19年３月中間期 △6,977 △215 △8 2,412

18年３月中間期 △3,001 △3,761 10,467 5,722

18年９月期 △623 △7,269 15,488 9,613

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

18年９月期 － － － － － － 0 00 0 00

19年９月期（実績） － － － － 　　 －　　－ 　　 －　　－

19年９月期（予想）
 　　－　　－
　　

　　 －　　－ － － 1 00 1 00

３．平成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）

（％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
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 6,000 46.4 400 － 600 － 500 133.6 1 18
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

新規 0社  除外 0社  

（注）詳細は、５ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　無

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、20ページ「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」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月中間期 424,428,513株 18年３月中間期 324,428,513株 18年９月期 424,428,513株

②　期末自己株式数 19年３月中間期 253,976株 18年３月中間期 3,276株 18年９月期 3,576株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、32ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年３月中間期の個別業績（平成18年10月１日～平成19年３月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月中間期 392 28.6 105 － 308 － 264 －

18年３月中間期 304 △85.2 △118 － △223 － △148 －

18年９月期 684 － △11 － △96 － 400 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年３月中間期 0 62

18年３月中間期 △0 49

18年９月期 1 22

(2）個別財政状態

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

19年３月中間期 19,895 19,746 98.2 46 08

18年３月中間期 13,958 13,875 99.4 42 77

18年９月期 19,638 19,550 98.5 45 59

（参考）自己資本 19年３月中間期 19,546 百万円 18年３月中間期 13,875百万円 18年９月期 19,350百万円

２．平成19年９月期の個別業績予想（平成18年10月１日～平成19年９月30日）

（％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
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 1,000 46.2 100 － 130 － 120 △70.0 0 28

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　　　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、国内景気が緩やかな拡大を続けるなか、２月末以降の世界同時株

　　安や、円高進行、米中経済への先行不安が業況判断を悪化させております。しかしながら設備投資や雇用は増勢

　　を続けており、景気はなお持続力を保ちそうな状況の中で推移しました。

　　　このような経済状況のもとで、当社グループは、中期経営計画の達成に向けた「収益基盤の確立」を実現すべ

　　く、組織体制再編などの各事業の整備に注力するとともに、従来からの不動産並びに株式投資を積極的に推し進

　　めてまいりました。

　　　この結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高22億25百万円（前年同期比13.7％増）、営業利益１億４百万

　　円（前年同期営業損失1億5百万円）、経常利益2億90百万円（前年同期経常損失２億30百万円）、中間純利益２億

　　66百万円（前年同期純損失１億81百万円）と増収増益となりました。

　　　事業別セグメントの業績は次のとおりであります。

　　  『ゴルフ・リゾート事業』におきましては、シェイクスピアカントリークラブが平成18年11月12日～平成19年

    ４月19日の期間クローズし、４月20日にオープンしました。従って、平成18年10月１日～11月11日の売上しか計

　　上されておりません。また、米山水源カントリークラブは暖冬の影響で２月は降雪がなく、３月は10日ほどの積

　　雪によるクローズのみで、予定した売上を大幅に上回りました。

　　　このような状況において、売上高は７億７百万円、営業利益は３百万円となりました。なお、営業費用には

　　『のれん償却』58百万円が計上しております。

      なお、㈱広島紅葉カントリークラブ（取得日：平成18年２月）、㈱シェイクスピアカントリークラブ（取得

    日：平成18年２月）、㈱米山水源カントリークラブ（取得日：平成18年８月）、㈱ランデヴー（マコレストラン

    東京、取得日：平成18年７月）は比較対象期間が短い、もしくは前年上期には取得していないため前年同期比は

    記載しておりません。

 　　 『ファイナンス事業』におきましては、リース、割賦販売等の本業が緩やかに業績を積み重ねてまいりまし

　　た。この結果、売上高は１億35百万円、営業利益63百万円となりました。

　　　なお、ファイナンス事業を担う子会社の設立が平成18年１月のため、前年同期比は記載しておりません。

      『インベストメント事業』におきましては、不動産投資を積極的に推し進めてまいりました。また、投資事業

　　組合への投資も成果をあげております。この結果、売上高は３億35百万円、営業利益90百万円となりました。

　　　なお、投資事業組合への投資収益「投資事業組合運用益」１億69百万円は営業外収益に計上しております。

　　　『建設事業』におきましては、公共関連事業の減少、価格競争の激化等に対応すべく、不採算支店営業所の廃

　　止を断行いたしました。この結果、売上高は10億48百万円（前年同期比37.9％減）、営業損失58百万円（前年同

　　期営業損失１億26百万円）となりました。

   　 『リアルエステート事業』は、当中間連結会計期間より開始した不動産の売買及び仲介等に関する事業であり

　　ます。当中間連結会計期間におきましては仲介２件で売上高７百万円、営業利益５百万円となりました。 

(2）財政状態に関する分析

　　  当中間連結会計期間末の資産につきましては、前連結会計年度末と比較して営業出資金17億30百万円、営業貸

　　付金27億47百万円、投資不動産18億円がそれぞれ増加したため、現金預金72億1百万円が減少しました。その結

　　果、流動資産は16億26百万円減の96億57百万円、投資その他の資産は20億31百万円増の55億76百万円となり、

    資産合計は3億57百万円増の211億16百万円となりました。

　　　負債につきましては、支払手形及び工事未払金等が2億38百万円増加し、その結果負債合計は１億60百万円増

    の15億36百万円となりました。

　　　純資産につきましては、中間純利益2億66百万円により利益剰余金が増加し、その他有価証券評価差額金△60

    百万円が増加した結果、純資産は1億97百万円増の195億80百万円となりました。

 　　 当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

　　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利益が

　２億94百万円と、前中間連結会計期間に比べ４億57百万円の増加となりましたが不動産投資等を積極的に推進し

　てまいりました結果、前中間連結会計期間と比較して33億10百万円の減少となり当中間連結会計期間末では24億

　12百万円となりました。

　当中間連結会計期間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。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　  営業活動による資金の減少は69億77百万円（前年同期30億1百万円の減少）となりました。主な要因としては、

　営業貸付金による支出27億47百万円及び営業出資金による支出35億30百万円によるものです。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

 　 投資活動による資金の減少は２億15百万円（前年同期37億61百万円の減少）となりました。主な要因として
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　は、有形固定資産の取得による減少98百万円（前年同期18億円の減少）及び投資有価証券の取得による減少１億

　44百万円（前年同期23億59百万円の減少）によるものです。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

　　財務活動による資金の減少は自己株式取得による８百万円でありますが、前中間連結会計期間においては株式

　発行による収入104億67百万円がありました。　

　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成17年9月期 平成18年9月期 平成19年9月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） － － 91.0 92.4 91.8

時価ベースの自己資本比率

（％）
－ － 108.8 96.1 70.3

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％）
－ － － － －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
－ － － － －

 　 自己資本比率：自己資本/総資産

 　 時価ベース自己資本比率：株式時価総額/総資産

    キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/キャッシュ・フロー

    インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュフロー/利払い

     （注1）各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。なお、当社は平成18年9月期より連結

            財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。

     （注2）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。

     （注3）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

     （注4）当社は有利子負債および利払いがありませんので、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレス

　　　    　ト・カバレッジ・レシオについては記載しておりません。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

 　 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一つと考え、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。

 　 当期（平成19年９月期）の配当金につきましては、１株につき普通配当金１円を行う予定にしております。 

(4）事業等のリスク

 　 当社グループの経営成績及び財政状態等のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下

　のようなものがあります。

　　なお、文中における将来に関する事項は、当中間連結会計期間末において、当社グループが判断したものであり、

　事業等のリスクはこれらに限られるものではありません。 

 　 １） Ｍ＆Ａについて

　　　　 当社グループは、業容の拡大を図る一つの手段として、Ｍ＆Ａ戦略を推進してまいります。Ｍ＆Ａを行う場合

　　　 は、その対象企業の経営内容や財務内容等について厳密にデューデリジェンスを行うことにより、買収によるリ

　　　 スクを極力回避することが必要と認識しております。しかしながら買収した企業が当初想定した利益が出ない場

　　   合や取得時に予測できなかった偶発債務などが顕在化した場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性

       があります。

 　 ２） 天候不順・個人消費

　　　　 当社グループのゴルフ・リゾート事業は、天候及び個人消費動向等の景気変動の影響を受けます。予想外の景

　　　 気変動が生じ、個人消費が低迷した場合や台風・降雪等想定以上の天候不順となった場合には、当社グループの

       業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

    ３） 証券投資について

　　　　 当社グループは、市場性のある株式及び市場性のない株式を保有しております。市場性のある株式については

　　　 株価が著しく下落した場合、市場性のない株式については、その企業の業績が悪化し評価額が著しく下落した場

　　　 合には減損損失が発生するため、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

  　４） 不動産市場

　　　　 不動産販売事業は、地価変動や競合他社の供給動向・価格動向の影響を受けやすく、また景気悪化、金利上

　　　 昇、不動産関連税制の変更など経済情勢の変化があった場合には、保有資産等の価値が減少する可能性があり、

       これは当社グループの業績に影響を与える可能性があります。　　　 

㈱Ａ.Ｃホールディングス(1783) 平成 19 年９月期中間決算短信

－ 4 －



２．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、株式会社広島紅葉カントリークラブ、株

式会社シェイクスピアカントリークラブ、株式会社ランデヴー）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

　　ゴルフ場のカート及び車両等のリース、不動産事業等への融資を行います。

(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・更生工事及び一般土木工事等の工事施工をしております。

(５)リアルエステート事業

　　不動産の売買及び仲介等を行います。
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 　　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㈱ 

フ ァ イ ナ ン ス 事 業 

㈱A.C ファイナンス  

インベストメント事業 

㈱A.Cインターナショナル 

㈱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 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

㈱ランデヴー 

 

 

 

ナンテック㈱ 

リアルエステート事業 

南野建設㈱ 
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（関係会社の状況）

（連結子会社）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成19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 

南野建設㈱ (注)2.  大阪府枚方市 100,000
 建設事業、リアル

エステート事業
100

 役員の兼務２名

 資金の融資有 

㈱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３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１名

 資金の融資有

ナンテック㈱

           (注)1.
 大阪府枚方市 10,000  建設事業 

100

(100)
 役員の兼務２名 

㈱米山水源カント

リークラブ (注)1.
 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 (注)1.
 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

           (注)1.

 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

           (注)1.
 東京都渋谷区 3,000  レストラン運営

 100

(100)
 資金の融資有 

 （注）１．「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。

 　　  ２． 南野建設株式会社につきましては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割

　　　　　合が100分の10を超えておりますが、事業の種類別セグメント（建設事業）の売上高に占める割合が100分の90

　　　　　を超えているため、主要な損益情報等の記載を省略しております。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

  　当社は、2005年12月に「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」を目指して、新たに持株会社として新

　しく再スタートを切りました。

　　個人消費が緩やかに上昇し、人々の興味関心が「将来のための貯蓄」から「今ここにある楽しみ」に向けられつ

　つあります。そのような状況の中、当社は３つの経営方針を掲げております。

　　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。

　　当社がまず着手しました事業は、お客様に新鮮な喜びと楽しみを提供するゴルフ・リゾート事業です。私たち

　は、レジャー（leisure）とは単なる余暇時間を示す言葉ではなく、人が生活の中で充足感や達成感を見出し、豊

　かな暮らしを送るために欠かせないものと考えております。その意味で、私たちはお客様にご満足いただけるゴル

　フ場と関連施設の取得・運営・管理を通して「幸せな社会づくり」の一端を担っていく決意です。

　　当社の強みは、ゴルフ・リゾート事業のほかに、ファイナンス事業、建設事業とそれぞれに伸びたビジネスネッ

　トワークを有していることです。それらへの直接投資を通じて、ゴルフ場やリゾート施設の企画運営をはじめとす

　る多様なレジャースタイルの創出に取組みます。

　　そして、グループ力で未来の社会に最高のグリーンライフを提案できることを目指し、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）目標とする経営指標

　　　平成18年９月期決算短信（平成18年11月22日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため、開示を省

    略しております。当該決算短信は次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

 　 （当社ホームページ）　ＵＲＬ http://www.ac-holdings.jp/

　　（ジャスダック証券取引所ホームページ）　ＵＲＬ　http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/

(3）中長期的な会社の経営戦略

  当社グループは、前期を「収益構造の改善」の年として取り込み、今期以降、「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おります。

　第１にゴルフ事業・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、他地域で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」につきましても、お料理、サービスなどの全てにおいてグレードアップを図り、

店名も「レストランしゅん」として生まれ変わることにより、売上・収益ともステップアップを目指してまいりま

す。

　第２にインベストメント事業につきましては、従来からの投資事業につきましては今後も綿密な調査を経て、引き

続き実施してまいります。また、Ｍ＆Ａや戦略的提携につきましても、将来の業容拡大のためには不可欠との判断は

変わっておりません。積極果敢に推進してまいります。

　第３に建設事業につきましては、従来のライフライン整備を目的の公共事業に加えて、新たに参入したリアルエス

テート事業やゴルフ・リゾート事業分野の改修・緑化及び管理事業等の新規事業への進出を推し進めることにより、

当事業分野の収益改善を図ってまいります。

　第４にファイナンス事業につきましては、現在展開中のゴルフ場管理機器、車両等のリース拡大を図りながら、企

業を対象とした融資、投資を積極的に推進し、収益の確保を目指してまいります。

  第５にリアルエステート事業につきましては、都市部における地下や金利の上昇等、当事業を取り巻く環境は厳し

さを増しておりますが、当社グループは今後大きな成長が見込める市場と捉えており、不動産の売買を軸に「収益と

事業規模の拡大」、「経営基盤の拡充」を図るために当該事業に参入しました。 

(4）会社の対処すべき課題

１）投資案件の発掘強化

　　わが国のの景気回復とともに、競争激化に伴う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ともに、新しい投資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図ってまいります。

２）優秀な人材の確保

　　新規事業への進出、既存ビジネスの拡大等、積極的な事業展開を推し進めるにあたり、人材の安定的な確保は最

　重要課題のひとつであり、優秀な人材の確保は積極的に事業展開を進めるうえで不可欠であると考えております。

　人材を確保し、適材配置ができるグループとして人材活用体制の整備に努めてまいります。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

 
 

前中間連結会計期間末
（平成18年３月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年３月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金預金   5,722,976   2,412,170   9,613,699  

２．受取手形及び完成
工事未収入金等

※５  882,290   824,922   490,891  

３．未成工事支出金   312,545   477,948   164,827  

４．その他たな卸資産   54,215   415,689   69,072  

５．未収入金   168,612   150,956   38,639  

６．営業出資金   2,870,000   2,070,000   340,000  

７．営業貸付金   －   2,996,000   249,000  

８．未収還付消費税等   26,935   113   83,689  

９．その他   40,151   329,907   247,863  

10．貸倒引当金   △23,677   △20,468   △13,522  

流動資産合計   10,054,050 66.1  9,657,240 45.7  11,284,163 54.4

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産 ※１          

 (ア)賃貸資産           

１．リース資産 ※２ 60,120   86,207   61,389   

 賃貸資産合計   60,120   86,207   61,389  

 (イ)社用資産           

１．建物及び構築物  372,436   1,829,453   1,875,106   

２．機械装置及び運
搬具

 188,703   211,739   228,335   

３．土地  2,125,602   3,088,322   3,088,322   

４．その他  31,068   117,128   68,557   

　社用資産合計   2,717,810   5,246,644   5,260,321  

有形固定資産合計   2,777,931 18.3  5,332,851 25.3  5,321,711 25.6

(2）無形固定資産           

１．ソフトウェア  18,924   22,573   22,594   

２．のれん  －   522,538   580,598   

３．その他  5,271   5,554   5,554   

 無形固定資産合計   24,195 0.1  550,666 2.6  608,747 2.9

(3）投資その他の資産           

１．投資有価証券  2,327,384   3,680,871   3,430,266   

２．投資不動産  －   1,800,000   －   

３．その他  70,314   124,974   149,335   

４．貸倒引当金  △41,581   △29,621   △34,815   

投資その他の資産
合計

  2,356,117 15.5  5,576,224 26.4  3,544,786 17.1

固定資産合計   5,158,244 33.9  11,459,742 54.3  9,475,244 45.6

資産合計   15,212,295 100.0  21,116,982 100.0  20,759,407 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年３月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年３月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

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   619,563   380,618  

２．未払法人税等   31,985   42,835   87,465  

３．未払消費税等   18,391   15,904   26,365  

４．賞与引当金   1,872   7,769   8,381  

５．未成工事受入金   217,574   123,520   64,915  

６．その他   80,190   225,177   261,178  

流動負債合計   1,058,168 7.0  1,034,770 4.9  828,926 4.0

Ⅱ　固定負債           

１．繰延税金負債   18   －   －  

２．退職給付引当金   310,353   230,892   281,718  

３．預り保証金   －   271,000   265,955  

４．その他   840   －   －  

固定負債合計   311,211 2.0  501,892 2.4  547,673 2.6

負債合計   1,369,379 9.0  1,536,663 7.3  1,376,599 6.6

 （少数株主持分）           
 　　少数株主持分   － －  － －  － －

（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・少数株主持分
及び資本合計

  15,212,295 100.0  － －  － －

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  3,500,000 16.6  3,500,000 16.9

２．資本剰余金   － －  15,551,943 73.6  15,551,943 74.9

３．利益剰余金   － －  480,865 2.3  214,787 1.0

４．自己株式   － －  △8,774 △0.0  △260 △0.0

株主資本合計   － －  19,524,033 92.5  19,266,470 92.8

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金

  － －  △143,714 △0.7  △83,662 △0.4

評価・換算差額等合
計

  － －  △143,714 △0.7  △83,662 △0.4

Ⅲ　新株予約権   － －  200,000 0.9  200,000 1.0

純資産合計   － －  19,580,318 92.7  19,382,807 93.4

負債純資産合計   － －  21,116,982 100.0  20,759,407 100.0
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(2) 中間連結損益計算書　　

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,957,304 100.0  2,225,487 100.0  4,097,526 100.0

Ⅱ　売上原価   1,606,165 82.1  1,115,873 50.1  2,893,161 70.6

売上総利益   351,138 17.9  1,109,613 49.9  1,204,364 29.4

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※１.  456,697 23.3  1,004,751 45.2  1,320,649 32.2

営業利益又は営業
損失（△）

  △105,558 △5.4  104,862 4.7  △116,284 △2.8

Ⅳ　営業外収益           

  有価証券売却益  24,209   －   24,209   

　有価証券償還益  15,618   －   15,618   

　投資事業組合運用
　益　　　　　　 

 246,458   169,355   421,242   

  その他  11,067 297,353 15.2 18,670 188,025 8.4 32,996 494,066 12.0

Ⅴ　営業外費用           

新株発行費  412,174   －   －   

株式交付費  －   －   585,120   

その他  10,170 422,344 21.6 2,668 2,668 0.1 26,993 612,113 14.9

経常利益又は経常
損失（△）

  △230,549 △11.8  290,219 13.0  △234,331 △5.7

Ⅵ　特別利益           

前期損益修正益  －   12,334   －   

固定資産売却益  652   4,144   653   

投資有価証券売却
益

 77,980   －   86,986   

貸倒引当金戻入益  16,646   －   17,621   

賞与引当金戻入益  －   5,541   －   

その他  2,540 97,819 5.0 － 22,020 1.0 406,203 511,463 12.4

Ⅶ　特別損失           

固定資産除却損  1,736   32   2,853   

固定資産売却損  －   567   118   

投資有価証券評価
損

 9,000   17,100   9,000   

減損損失 ※２ 19,721   －   19,721   

その他  － 30,457 1.5 － 17,700 0.8 9,375 41,067 1.0

税金等調整前中間
（当期）純利益又
は純損失（△）

  △163,187 △8.3  294,540 13.2  236,064 5.7

法人税、住民税及
び事業税

 18,362   21,705   38,036   

法人税等調整額  － 18,362 0.9 6,756 28,462 1.2 △16,759 21,277 0.5

中間（当期）純利
益又は純損失
（△）

  △181,550 △9.2  266,077 12.0  214,787 5.2
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(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

（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　利益剰余金増加高    

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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中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年３月31日）

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18年９月30日　残高（千円） 3,500,000 15,551,943 214,787 △260 19,266,470

中間連結会計期間中の変動額

中間純利益 － － 266,077 － 266,077

自己株式の取得 － － － △8,514 △8,514

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － 266,077 △8,514 257,562

平成19年３月31日　残高（千円） 3,500,000 15,551,943 480,865 △8,774 19,524,033

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18年９月30日　残高（千円） △83,662 △83,662 200,000 19,382,807

中間連結会計期間中の変動額

中間純利益 － － － 266,077

自己株式の取得 － － － △8,514

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

△60,051 △60,051 － △60,051

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

△60,051 △60,051 － 197,510

平成19年３月31日　残高（千円） △143,714 △143,714 200,000 19,580,318
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

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10月１日　残高（千円） 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 － － －

資本剰余金の取崩（注） － △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
（千円）

783,324 12,917,610 2,393,853 △118 16,094,668

平成18年９月30日　残高（千円） 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10月１日　残高（千円） 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 － － － －

資本剰余金の取崩（注） － － － －

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
（千円）

△106,575 △106,575 200,000 16,188,092

平成18年９月30日　残高（千円） △83,662 △83,662 200,000 19,382,807

（注）平成17年12月の定時株主総会における損失処理であります。 
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

 
 

前中間連結会計期間
(自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日)

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
(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） 金額（千円） 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（当
期）純利益・損失（△）

 △163,187 294,540 236,064

減価償却額  31,966 80,595 76,062

減損損失  19,721 － 19,721

のれん償却額  － 58,059 －

貸倒引当金の増加・減少
（△）額

 2,446 1,751 △14,474

工事受注損失引当金の増
加・減少（△）額 

 △6,000 － △6,000

賞与引当金の増加・減少
（△）額 

 △8,617 △612 △2,108

退職給付引当金の増加・
減少(△)額

 13,420 △50,825 △15,214

受取利息及び受取配当金  △1,365 △2,640 △7,673

有価証券売却益  △24,209 － △24,209

有価証券償還益  △15,618 － △15,618

投資有価証券売却益  △77,980 － △86,986

貸付債権受贈益  － － △403,783

投資事業組合運用益  △246,458 △169,355 △421,242

新株発行費  412,174 － －

株式交付費  － － 585,120

その他損益  9,493 13,760 18,115

売上債権の増加（△）・
減少額

 △515,034 △329,038 △102,242

未成工事支出金の増加
（△）・減少額

 △14,462 △313,120 133,255

その他たな卸資産の増加
（△）・減少額

 △48,355 △346,616 △56,735

未収還付消費税等増加
（△）・減少額 

 △26,492 83,576 △33,050

営業出資金の増加
（△）・減少額 

 △2,870,000 △3,530,000 △340,000

営業貸付金の増加
（△）・減少

 － △2,747,000 △249,000

その他流動資産の増加
（△）・減少額 

 50,098 △204,298 △26,705

その他固定資産の増加
（△）・減少額 

 － △620 －

仕入債務の増加・減少
（△）額

 407,569 238,944 60,259

未成工事受入金の増加・
減少（△）額

 31,784 58,604 △120,874

未払消費税等の増加・減
少（△）額 

 18,391 △10,460 23,747

その他流動負債の増加・
減少（△）額

 32,109 △66,391 134,116

その他固定負債の増加・
減少（△）額

 840 5,045 23,855

小計  △2,987,767 △6,936,102 △615,598
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前中間連結会計期間
(自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日)

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
(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） 金額（千円） 金額（千円）

利息及び配当金の受取額  1,365 2,656 7,660

法人税等の支払額  △15,201 △43,946 △15,688

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △3,001,602 △6,977,391 △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 － 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 

 ※２ － － △207,401

有形固定資産の取得によ
る支出

 △1,800,149 △98,076 △3,431,037

有形固定資産の売却によ
る収入 

 838 12,666 974

投資有価証券の取得によ
る支出

 △2,359,159 △144,401 △5,715,354

投資有価証券の売却によ
る収入

 209,914 － 488,675

投資有価証券の払戻しに
よる収入

 200,000 － 2,418,657

貸付けによる支出  △20,009 － △889,500

貸付金の回収による収入  342 15,905 1,033

その他  △19,499 △1,716 △24,251

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △3,761,448 △215,622 △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  10,467,825 － 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

 △100 △8,514 △118

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 10,467,724 △8,514 15,488,520

Ⅳ　現金及び現金同等物の増
加・減少（△）額

 3,704,674 △7,201,528 7,595,397

Ⅴ　新規連結に伴う現金及び現
金同等物の増加額

 10,000 － 10,000

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 2,008,302 9,613,699 2,008,302

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間
期末（期末）残高

※１ 5,722,976 2,412,170 9,613,699
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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
前中間連結会計期間

（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

前連結会計年度
（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 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㈱

(1)連結子会社の数　　　8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

南野建設㈱ 

(2)主要な非連結子会社の名称

 　 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、当中間純損益（持分に見合

　　う額）等は、中間連結財務諸表

　　に重要な影響を及ぼしていない

　　ためであります。

    　なお、前連結会計年度におい

　　て新たに株式を取得したため、

　　㈱米山水源カントリークラブと

　　㈱ランデヴーを連結の範囲に含

　　めております。

　　　また、㈱Ａ．Ｃインベストメ

　　ントについては、平成18年５月

　　22日付で当社と合併したため、

　　連結の範囲から除いておりま

　　す。

(1)連結子会社の数　　　8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

南野建設㈱ 

(2)主要な非連結子会社の名称 

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）

及び利益剰余金（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

持分法適用の関連会社数

該当ありません 

(1)持分法適用の関連会社数

該当ありません 

 (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、当中間純損益（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中間連結財

　　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。

 (1)持分法適用の関連会社数

　　　　該当ありません

  (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．連結子会社の中間決算日

（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。

　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。

  すべての連結子会社の事業年度の

末日は,連結決算日と一致しており

ます。

㈱Ａ.Ｃホールディングス(1783) 平成 19 年９月期中間決算短信

－ 17 －



項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

前連結会計年度
（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

(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

  なお、投資事業有限責任組

合及びそれに類する組合への

出資（証券取引法第2条第2

項により有価証券とみなされ

るもの）については、組合契

約に規定される決算報告日に

応じて入手可能な最近の決算

書を基礎とし、持分相当額を

純額で取込む方法によってお

ります。

(イ)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 

　　同左

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

　は全部純資産直入法により処

　理し、売却原価は総平均法に

　より算定）

時価のないもの

　　同左

(イ) 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 

　　　同左

  その他有価証券

時価のあるもの

  　連結決算日の市場価格等に

　基づく時価法（評価差額は全

  部純資産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 

　　同左

 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　たな卸資産

未成工事支出金

　　同左

その他たな卸資産

  販売用不動産

　　同左

　商品

　　同左

　材料貯蔵品

　　同左

②たな卸資産 

未成工事支出金 

　　同左

その他たな卸資産 

販売用不動産 

　　同左

商品

　　同左

材料貯蔵品 

　　同左

 (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

(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

　　同左

 

 

 

 　(イ)社用資産

　主として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。

　　同左

(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

　　同左

 

 

 

 （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。

　　同左

 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。

②　無形固定資産

　　同左

②　無形固定資産

　　同左

 (ハ)重要な繰延資産の処理方法

　新株発行費

　支払時に全額費用として処理

しております。

(ハ)重要な繰延資産の処理方法

 ───── 

(ハ)重要な繰延資産の処理方法

　株式交付費

　支出時に全額費用として処理

しております。 

　社債発行費

  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
前中間連結会計期間

（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

 (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。

(ニ)重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　　同左

(ニ)重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　　同左

 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。

②　賞与引当金

　　同左

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。

③　退職給付引当金

　　同左

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て

おります。 

 (ホ)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。

(ホ)重要なリース取引の処理方法

　　同左

(ホ)重要なリース取引の処理方法

　　同左

 (へ)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。

(へ)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

　　同左

(へ)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

　　同左

  ───── ②　連結納税制度の適用

　当中間連結会計期間より連結

納税制度を適用しております。

 ─────

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（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。

　　同左 　　同左
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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の変更

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

(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こ

と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。

　───── (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、売上総利益は26,315千円増加

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。

 (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。

　───── （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

 会計基準の適用指針」（企業会計

 基準適用指針第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。 
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

項目
前中間連結会計期間末
（平成18年３月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年３月31日）

前連結会計年度末
（平成18年９月30日）

※１．有形固定資産減価償却

　　　累計額

2,770,014千円 2,884,036千円 2,908,683千円

※２．賃貸資産に見合う未経

　　　過リース契約

   

債権 83,107千円

 （うち一年を超えるも

のは、66,038千円）

117,219千円

 （うち一年を超えるも

のは、89,241千円）

83,994千円

 （うち一年を超えるも

のは、65,006千円）

　３．受取手形割引高  ───── 12,050千円  ─────

　４．受取手形裏書譲渡高 11,703千円 4,808千円 2,460千円

※５．中間連結会計期間（連

　　　結会計年度）末日

　　　満期手形

 ───── 　中間連結会計期間末日満期手形の会

計処理については、手形交換日をもっ

て決裁処理しております。なお、当中

間連結会計期間末日は金融機関の休日

であったため、次の中間連結会計期間

末日満期手形が中間連結会計期間末残

高に含まれています。

 受取手形  6,933千円

　連結会計年度末日満期手形の会計処

理については、手形交換日をもって決

済処理をしております。なお、当連結

会計年度末日は金融機関の休日であっ

たため、次の連結会計年度末日満期手

形が連結会計年度末残高に含まれてお

ります。 

 受取手形　400千円

（中間連結損益計算書関係）

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

前連結会計年度
（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　         110,683千円

支払手数料          63,086千円

減価償却費           7,368千円

貸倒引当金繰入額    19,093千円

退職給付引当金繰入額

　　　　　          21,058千円

賞与引当金繰入額　     811千円

給与手当　    　　 280,372千円

のれん償却額        58,059千円

減価償却費          44,520千円

貸倒引当金繰入額     6,424千円

退職給付引当金繰入額

　　　　　           5,208千円

賞与引当金繰入額　   3,232千円

給与手当　         380,737千円

租税公課         　143,736千円

減価償却費          20,957千円

貸倒引当金繰入額　　 7,933千円

退職給付引当金繰入額

　　　　　   　　   28,336千円

賞与引当金繰入額　 　5,253千円

 ※２．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。 

───── 　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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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自平成18年10月１日　至平成19年３月31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）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 424,428,513 － － 424,428,513

合計 424,428,513 － － 424,428,513

自己株式

普通株式（注）① 3,576 250,400 － 253,976

合計 3,576 250,400 － 253,976

 （注）①自己株式の数の増加250,400株は、自己株式取得（250,000株）と単元未満株式の買取り（400株）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） 
当中間連結
会計期間末
残高
（千円）

前連結会計
年度末

当中間連結
会計期間増
加

当中間連結
会計期間減
少

当中間連結
会計期間末

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）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの

    該当事項はありません。
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前連結会計年度（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

普通株式（注）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

 　（注）平成18年新株予約権の当連結会計年度増加は、新株予約権の発行によるものであります。

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、配当の効力発生日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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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

前連結会計年度
（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

※１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

※１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３月31日現在） （平成19年３月31日現在） （平成18年９月30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

 

現金預金勘定 2,412,170千円

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 2,412,170千円

 

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

 －

現金及び現金同等物 9,613,699千円

 

───── ───── ※２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等の取得価額と同社

　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 合　計

 流動資産 431,160 19,147 450,308

 固定資産 492,298 133,210 625,509

 のれん 345,718 234,879 580,598

 流動負債 87,077 57,737 144,815

 固定負債 802,100 289,500 1,091,600

 取得価額 380,000 40,000 420,000

 現金及び現金

同等物
210,306 2,291 212,598

 取得のための

支出
169,693 37,708 207,401

───── ───── 　３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

　　剰余金はありません。

   　　　　　　　　　　　（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

───── 　４重要な非資金取引の内容 ─────

  営業出資金から投資不動産

への付替額

1,800,000千円   
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

　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

 １．借主側

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

　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

 １．借主側

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

　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

 １．借主側

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

機械装置及び
運搬具

34,451 2,045 32,405

その他 13,740 12,595 1,145

合計 48,191 14,640 33,550

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

機械装置及び
運搬具

80,929 51,286 29,642

その他 59,487 36,954 22,533

合計 140,416 88,240 52,176

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

機械装置及び
運搬具

136,313 56,211 80,101

その他 32,339 21,559 10,779

合計 168,652 77,771 90,881

 (注)取得価額相当額は、未経過リース料中間

　　 期末残高が有形固定資産の中間期末残高

　　 等に占める割合が低いため、支払利子込

　　 み法により算定しております。

 (注)取得価額相当額は、未経過リース料中間

　　 期末残高が有形固定資産の中間期末残高

　　 等に占める割合が低いため、支払利子込

　　 み法により算定しております。

 (注)取得価額相当額は、未経過リース料期末

　　 残高が有形固定資産の期末残高等に占め

　　 る割合が低いため、支払利子込み法によ

　　 り算定しております。

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 13,420千円

１年超 20,129千円

合計 33,550千円

１年内 32,240千円

１年超 19,935千円

合計 52,176千円

１年内 38,827千円

１年超 52,053千円

合計 90,881千円

 (注)未経過リース料中間期末残高相当額は、

 　　未経過リース料中間期末残高が有形固定

     資産の中間期末残高等に占める割合が低

     いため、支払利子込み法により算定して

　　 おります。   

 (注)未経過リース料中間期末残高相当額は、

 　　未経過リース料中間期末残高が有形固定

     資産の中間期末残高等に占める割合が低

     いため、支払利子込み法により算定して

　　 おります。   

 (注)未経過リース料期末残高相当額は、未経

　　 過リース料期末残高等が有形固定資産の

　　 期末残高等に占める割合が低いため、支

　　 払利子込み法により算定しております。

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 5,190千円

減価償却費相当額 5,190千円

支払リース料 16,230千円

減価償却費相当額 16,230千円

支払リース料 16,755千円

減価償却費相当額 16,755千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

 　　リース期間を耐用年数とし、残存価格を

　　 零とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

 　　リース期間を耐用年数とし、残存価格を

　　 零とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

 　　リース期間を耐用年数とし、残存価格を

　　 零とする定額法によっております。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

 ２．貸主側

(1)リース物件の取得価額、減価償却累計額 

 及び中間期末残高

 

 
取得価
額 
(千円) 

減価償
却累計
額 
 (千円) 

中間期
末残高
(千円) 

機械装置及び
運搬具 

41,015 1,043 39,972

その他 20,555 406 20,148

合計 61,571 1,450 60,120

 

 ２．貸主側

(1)リース物件の取得価額、減価償却累計額 

 及び中間期末残高

 

 
取得価
額 
(千円) 

減価償
却累計
額 
 (千円) 

中間期
末残高
(千円) 

機械装置及び
運搬具 

76,922 11,284 65,638

その他 24,003 3,434 20,569

合計 100,925 14,718 86,207

 

 ２．貸主側

(1)リース物件の取得価額、減価償却累計額 

 及び期末残高

 

 
取得価
額 
(千円) 

減価償
却累計
額 
 (千円) 

期末残
高
(千円) 

機械装置及び
運搬具 

54,071 5,696 48,375

その他 14,425 1,411 13,014

合計 68,496 7,107 61,389

 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額

 １年内 16,255千円 

 １年超 62,894千円 

合計 79,150千円 

 (注)未経過リース料中間期末残高相当額は、

 　　未経過リース料中間期末残高及び見積残

     存価額の残高の合計額が営業債権の中間

　 　期末残高等に占める割合が低いため、受

     取利子込み法により算定しております。

(2）未経過リース料中間期末残高相当額

 １年内 26,644千円 

 １年超 84,992千円 

合計 111,637千円 

 (注)未経過リース料中間期末残高相当額は、

 　　未経過リース料中間期末残高及び見積残

     存価額の残高の合計額が営業債権の中間

　 　期末残高等に占める割合が低いため、受

     取利子込み法により算定しております。

(2）未経過リース料期末残高相当額

 １年内 18,083千円 

 １年超 61,910千円 

合計 79,994千円 

 (注)未経過リース料期末残高相当額は、未経

     過リース料期末残高及び見積残存価額の

     残高の合計額が営業債権の期末残高等に

     占める割合が低いため、受取利子込み法

     により算定しております。

(3)受取リース料及び減価償却費

 受取リース料 2,127千円 

 減価償却費 1,450千円 

(3)受取リース料及び減価償却費

 受取リース料 11,163千円 

 減価償却費 7,610千円 

(3)受取リース料及び減価償却費

 受取リース料 12,829千円 

 減価償却費 7,107千円 

 （減損損失について）

 　リース資産に配分された減損損失はありま

　 せん。

 

 （減損損失について）

 　リース資産に配分された減損損失はありま

　 せん。

 （減損損失について）

   リース資産に配分された減損損失はありま

　 せん。
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（有価証券関係）

前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．時価評価されてい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 16,123

投資事業有限責任組合等 2,070,156

当中間連結会計期間末（平成19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 463,595 335,232 △128,363

その他 109,680 94,329 △15,351

合計 573,276 429,561 △143,714

３．時価評価されてい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 78,102

投資事業有限責任組合等 3,173,206
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前連結会計年度末（平成18年９月30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）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 311,194 242,686 △68,508

その他 109,680 94,526 △15,154

合計 420,875 337,212 △83,662

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

 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

（デリバティブ取引関係）

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

　至平成19年3月31日）、前連結会計年度（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ため、該当事項はありません。　　　　　　　　　

　　　

（ストック・オプション等関係）

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

　至平成19年３月31日）、前連結会計年度（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。

 

  （企業結合等）

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

　至平成19年３月31日）、前連結会計年度（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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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（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、営業損失は4,978千

円減少しております。　　　　　 

㈱Ａ.Ｃホールディングス(1783) 平成 19 年９月期中間決算短信

－ 29 －



当中間連結会計期間（自平成18年10月１日　至平成19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）

リアルエス
テート事業
（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
706,179 127,483 335,961 1,048,304 7,557 2,225,487 － 2,225,487

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

1,789 7,814 － － － 9,603 △9,603 －

計 707,968 135,298 335,961 1,048,304 7,557 2,235,090 △9,603 2,225,487

営業費用 704,388 71,782 245,537 1,106,732 2,502 2,130,943 △10,317 2,120,625

営業利益又は営業損失

（△）
3,580 63,515 90,424 △58,427 5,054 104,147 714 104,862

（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。

 リアルエステート事業 不動産の売買及び仲介等に関する事業

 　　　３．事業区分の追加

　　　 「リアルエステート事業」は、当中間連結会計期間より当社グループが不動産事業に進出したこと

　　　 に伴い当該セグメントを新設しております。

 　　　４．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。
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前連結会計年度（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）

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

（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。なお、建設事業以外の事業についてはセグメント情報に与える影響はあり

　　　　　　　　　 ません。

ｂ．所在地別セグメント情報

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

日　至平成19年３月31日）、前連結会計年度（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

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

日　至平成19年３月31日）、前連結会計年度（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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（１株当たり情報）

項目
前中間連結会計期間

(自 平成17年10月１日
至 平成18年３月31日）

当中間連結会計期間
(自 平成18年10月１日
至 平成19年３月31日）

前連結会計年度
(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 42円67銭 45円69銭 45円20銭

１株当たり中間（当期）純利益 △0円60銭 0円63銭 0円66銭

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益 　潜在株式調整後１株当た

り中間純利益については、

１株当たり中間純損失が計

上されているため記載して

おりません。

　潜在株式調整後１株当た

り中間純利益については、

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。

0円65銭

　（注）１株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

(自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日)

前連結会計年度
(自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） △181,550 266,077 214,787

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） △181,550 266,077 214,787

期中平均株式数（株） 301,568,837 424,389,051 327,502,490

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金

額
   

　中間（当期）純利益調整額（千円）  　　　　　　　　－  　　　　　　　　－  　　　　　　　　－

　普通株式増加数（株）  　　　　　　　　－  　　　　　　　　－ 603,318

 　 （うち新株予約権）  　　　　　　　　－  　　　　　　　　－    (603,318) 

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（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（平成18年

７月19日開催 取締役会決議）

 新株予約権の数

　　　　　　200,000個 

 　　　　　　　　－

（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

前連結会計年度
（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。 （自己株式の取得）

　当社は、平成19年3月8日開催の取締役会にお

いて、会社法第156条の規定に基づき、平成18

年12月20日開催の定時株主総会にて承認決議さ

れました自己株式の取得の内容につきまして、

平成19年4月１日以降、５月15日現在までのとこ

ろ3,645千株、109,909千円を取得しております。

該当事項はありません。

  （第１回新株予約権の買入消却）

  当社は、平成19年3月15日開催の取締役会にお

いて決議した第１回新株予約権の消却に関して、

平成19年４月３日に100,000個の新株予約権を１

個につき1,000円（総額１億円）で買入消却して

おります。
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

 
 

前中間会計期間末
（平成18年３月31日）

当中間会計期間末
（平成19年３月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金預金  5,211,307   1,538,094   7,619,084   

２．受取手形  5,300   －   －   

３．営業未収入金  －   181,210   －   

４．営業出資金  －   2,070,000   －   

５．短期貸付金  2,895,504   5,269,004   3,465,004   

６．未収還付消費税等  24,373   －   80,865   

７．その他  557,759   330,208   173,547   

８．貸倒引当金  △177   －   －   

流動資産合計   8,694,068 62.3  9,388,517 47.2  11,338,501 57.7

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産 ※１          

１．建物  49,865   1,362,448   1,393,046   

２．土地  1,697,173   2,281,192   2,281,192   

３．その他  1,334   203,296   1,277   

有形固定資産合計  1,748,372  12.5 3,846,938  19.3 3,675,517  18.7

(2）無形固定資産           

１．ソフトウェア  －   2,669   －   

２．電話加入権  －   240   240   

 　 無形固定資産合計  －  － 2,909  0.0 240  0.0

(3）投資その他の資産           

１．投資有価証券  2,311,106   3,653,818   3,409,213   

２．関係会社株式  1,190,000   1,160,000   1,160,000   

３．投資不動産  －   1,800,000   －   

４．その他  55,413   72,486   89,808   

５．貸倒引当金  △40,377   △29,618   △34,810   

投資その他の資産
合計

 3,516,141  25.2 6,656,687  33.5 4,624,212  23.6

固定資産合計   5,264,514 37.7  10,506,535 52.8  8,299,969 42.3

資産合計   13,958,582 100.0  19,895,052 100.0  19,638,471 100.0

           

㈱Ａ.Ｃホールディングス(1783) 平成 19 年９月期中間決算短信

－ 33 －



 
 

前中間会計期間末
（平成18年３月31日）

当中間会計期間末
（平成19年３月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．支払手形  47,495   －   －   

２．未払法人税等  15,359   21,891   49,966   

３．賞与引当金  334   －   －   

４．その他  19,649   116,261   27,887   

流動負債合計   82,838 0.6  138,153 0.6  77,853 0.4

Ⅱ　固定負債           

１．預り保証金  －   10,420   10,435   

固定負債合計   － －  10,420 0.1  10,435 0.0

負債合計   82,838 0.6  148,573 0.7  88,288 0.4

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   1,000,000 7.2  － －  － －

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  5,895,267   －   －   

２．その他資本剰余金  7,156,675   －   －   

資本剰余金合計   13,051,943 93.5  － －  －  

Ⅲ　利益剰余金           

１．中間（当期）未処
理損失

 148,695   －   －   

利益剰余金合計   △148,695 △1.1  － －  － －

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  △27,261 △0.2  － －  － －

Ⅴ　自己株式   △242 △0.0  － －  － －

資本合計   13,875,744 99.4  － －  － －

負債・資本合計   13,958,582 100.0  － －  － －
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前中間会計期間末
（平成18年３月31日）

当中間会計期間末
（平成19年３月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  3,500,000 17.5  3,500,000 17.8

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  －   8,395,267   8,395,267   

(2）その他資本剰余
金

 －   7,156,675   7,156,675   

資本剰余金合計   － －  15,551,943 78.2  15,551,943 79.2

３．利益剰余金           

(1）その他利益剰余
金

          

 　 繰越利益剰余金  －   647,025   382,162   

利益剰余金合計   － －  647,025 3.3  382,162 2.0

４．自己株式   － －  △8,774 △0.0  △260 △0.0

株主資本合計   － －  19,690,194 99.0  19,433,846 99.0

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金

  － －  △143,714 △0.7  △83,662 △0.4

評価・換算差額等合
計

  － －  △143,714 △0.7  △83,662 △0.4

Ⅲ　新株予約権   － －  200,000 1.0  200,000 1.0

純資産合計   － －  19,746,479 99.3  19,550,183 99.6

負債純資産合計   － －  19,895,052 100.0  19,638,471 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   304,912 100.0  392,203 100.0  684,695 100.0

Ⅱ　売上原価   199,673 65.5  41,658 10.6  218,777 32.0

売上総利益   105,239 34.5  350,544 89.4  465,918 68.0

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  223,912 73.4  245,153 62.5  477,236 69.7

営業利益又は営業
損失（△）

  △118,673 △38.9  105,391 26.9  △11,318 △1.7

Ⅳ　営業外収益 ※１  315,581 103.5  204,713 52.2  522,874 76.4

Ⅴ　営業外費用 ※２  420,420 137.9  1,246 0.4  607,591 88.7

経常利益又は営業
損失（△）

  △223,512 △73.3  308,858 78.7  △96,034 △14.0

Ⅵ　特別利益  ※３  97,167 31.9  518 0.1  510,780 74.6

Ⅶ　特別損失  ※４  19,844 6.5  17,100 4.3  19,844 2.9

税引前中間(当期)
純利益又は純損失
（△）

  △146,189 △47.9  292,276 74.5  394,901 57.7

法人税、住民税及
び事業税

 2,506   20,657   11,503   

法人税等調整額  － 2,506 0.8 6,756 27,413 7.0 △16,759 △5,255 △0.7

中間(当期)純利益
又は純損失

  △148,695 △48.7  264,862 67.5  400,156 58.4

前期繰越利益   －   －   －  

中間配当金   －   －   －  

中間(当期)未処理
損失

  △148,695   －   －  
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(3）中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年３月31日）

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

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益剰
余金

利益剰余金
合計繰越利益剰

余金

平成18年９月30日　残高
（千円）

3,500,000 8,395,267 7,156,675 15,551,943 382,162 382,162 △260 19,433,846

中間会計期間中の変動額

中間純利益 － － － － 264,862 264,862 － 264,862

自己株式の取得 － － － － － － △8,514 △8,514

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額）

－ － － － － － － －

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － － － 264,862 264,862 △8,514 256,348

平成19年３月31日　残高
（千円）

3,500,000 8,395,267 7,156,675 15,551,943 647,025 647,025 △8,774 19,690,194

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18年９月30日　残高
（千円）

△83,662 △83,662 200,000 19,550,183

中間会計期間中の変動額

中間純利益 － － － 264,862

自己株式の取得 － － － △8,514

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額）

△60,051 △60,051 － △60,051

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△60,051 △60,051 － 196,296

平成19年３月31日　残高
（千円）

△143,714 △143,714 200,000 19,746,479
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

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
資本準備金

その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益剰
余金

利益剰余金
合計繰越利益剰

余金

平成17年９月30日　残高
（千円）

2,716,675 2,634,332 － 2,634,332 △2,179,065 △2,179,065 △141 3,171,801

事業年度中の変動額

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

減資 △7,156,675 － 7,156,675 7,156,675 － － － －

資本準備金の取崩（注） － △2,179,065 － △2,179,065 2,179,065 2,179,065 － －

合併による利益剰余金の減少 － － － － △17,993 △17,993 － △17,993

当期純利益 － － － － 400,156 400,156 － 400,156

自己株式の取得 － － － －   △118 △118

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

－ － － － － － － －

事業年度中の変動額合計
（千円）

783,324 5,760,934 7,156,675 12,917,610 2,561,228 2,561,228 △118 16,262,044

平成18年９月30日　残高
（千円）

3,500,000 8,395,267 7,156,675 15,551,943 382,162 382,162 △260 19,433,846

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
（千円）

22,912 22,912 － 3,194,714

事業年度中の変動額

新株の発行 － － － 15,880,000

減資 － － － －

資本準備金の取崩（注） － － － －

合併による利益剰余金の減少 － － － △17,993

当期純利益 － － － 400,156

自己株式の取得 － － － △118

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

△106,575 △106,575 200,000 93,424

事業年度中の変動額合計
（千円）

△106,575 △106,575 200,000 16,355,468

平成18年９月30日　残高
（千円）

△83,662 △83,662 200,000 19,550,183

 （注）平成17年12月の定時株主総会における損失処理であります。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１．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

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

 その他有価証券

時価のあるもの

中間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）

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に

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

により算定）

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づ

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により

算定）

 時価のないもの

総平均法による原価法
 
    なお、投資事業有限責任組合及

　びそれに類する組合への出資（証

　券取引法第２条第２項により有価

　証券とみなされるもの）について

　は、組合契約に規定されている決

　算報告日に応じて入手可能な最近

　の決算書を基礎として、持分相当

　額を純額で取込む方法によってお

　ります。

時価のないもの

同左
 

同左

時価のないもの

同左
 

同左

 (2）たな卸資産

─────

(2）たな卸資産

─────

(2）たな卸資産

材料貯蔵品

先入先出法による原価法

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

………定額法

 　  なお、主な耐用年数は以下の

   とおりであります。

     建物　　　　　28年

 　　工具器具備品　６～20年

(1）有形固定資産

………定額法

 　  なお、主な耐用年数は以下の

   とおりであります。

同左

(1）有形固定資産

………定額法

 　  なお、主な耐用年数は以下の

   とおりであります。

同左

 (2）無形固定資産

─────

(2）無形固定資産

………定額法  

 　　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

(2）無形固定資産

同左

３．繰延資産の処理方法 新株発行費

  支出時に全額費用として処理し

ております。

　───── (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

  支出時に全額費用として処理し

ております。 

４．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。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

 (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

中間会計期間の負担額を計上して

おります。

(2）賞与引当金

─────

(2）賞与引当金

　─────

５．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。

同左 同左

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

消費税等

　 税抜方式によっております。

(1) 消費税等

同左

消費税等

同左

 ───── (2) 連結納税制度の適用

　　 当中間会計期間より連結納税

　 制度を適用しております。

─────
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中間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
前中間会計期間

（自　平成17年10月1日
至　平成18年3月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年10月1日
至　平成19年3月31日）

前事業年度
（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） ───── （固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間会計期間より、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

り税引前中間純損失は、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、改正後の中間財務諸表等規則

に基づき資産（土地）の金額から直

接控除しております。

 　当事業年度より、「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

計基準委員会　平成15年10月31日　企

業会計基準適用指針第６号）を適用し

ております。

　これにより、税引前当期純利益は

19,721千円減少しております。

 ───── ───── （貸借対照表の純資産の部の表示に

　関する会計基準）

　 　 　当事業年度より「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企

業会計基準委員会 平成17年12月９日 

企業会計基準第５号）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」（企業会計基準委員

会 平成17年12月９日 企業会計基準適

用指針第８号）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、19,350,183千円であります。な

お、財務諸表等規則の改正により、当

事業年度における財務諸表は、改正後

の財務諸表等規則により作成しており

ます。 
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表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

(中間貸借対照表)

　「短期貸付金」は前中間会計期間末まで、

流動資産の「その他」に含めて表示しており

ましたが、当中間会計期間末において、資産

の総額の100分の5を超えたため区分掲記いた

しました。

　なお前中間会計期間末の「短期貸付金」の

金額は658千円であります。

(中間貸借対照表)

 ──────

(貸借対照表)

 ──────

 ────── 　「営業出資金」は前中間会計期間末まで、

流動資産の「その他」に含めて表示しており

ましたが、当中間会計期間末において、資産

の総額の100分の5を超えたため区分掲記いた

しました。

　なお前中間会計期間末の「営業出資金」の

金額は300,000千円であります。

 ──────

 (中間損益計算書）

 ──────

 (中間損益計算書）

 ──────

(損益計算書）

  前事業年度まで区分掲記しておりました「法

定福利費」（当事業年度 8,460千円）、「福利

厚生費」（当事業年度 829千円）、「修繕維持

費」（当事業年度 353千円）「事務用品費」（当

事業年度 13,965千円）、「通信費」（当事業年

度 6,098千円）、「交通費」（当事業年度 

19,335千円）、「動力用水光熱費」（当事業年

度 1,223千円）、「広告宣伝費」（当事業年度 

19,642千円）、「交際費」（当事業年度 18,300

千円）、「会費」（当事業年度 2,555千円）、

「寄付金」（当事業年度 381千円）、地代」（当

事業年度 571千円）、「家賃」（当事業年度 

12,115千円）、「保険料」（当事業年 2,193千

円）、及び「雑費」（当事業年度 5,624千円）

は販売費及び一般管理費の100分の５以下である

ため、当事業年度より販売費及び一般管理費の

「その他」に含めて表示しております。   　

────── ──────   前事業年度まで販売費及び一般管理費の「雑

費」に含めて表示しておりました「株式代行手

数料」（前事業年度31,947千円）は販売費及び

一般管理費の100分の５以上であるため、当事業

年度より区分掲記しております。

注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
前中間会計期間末

（平成18年３月31日）
当中間会計期間末

（平成19年３月31日）
前事業年度末

（平成18年９月30日）

※１．有形固定資産減価償却

累計額

284千円 42,700千円 11,875千円

　２．消費税等の表示方法 　売上等に係わる仮受消費税等と仕入

に係わる仮払消費税等とは相殺し、そ

の差額は流動負債の「その他」に含め

て表示しております。

同左 同左 
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（中間損益計算書関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

※１．営業外収益その他のう

ち主要なもの

   

投資事業組合運用益 246,458千円 169,355千円 421,242千円

受取利息 25,302円 33,544千円 54,563千円

※２．営業外費用その他のう

ち主要なもの

   

新株発行費 412,174千円 －千円 －千円

株式交付費 －千円 －千円    585,120千円

※３．特別利益のうち主要な

もの

   

貸倒引当金戻入益 16,646千円 518千円 17,621千円

投資有価証券売却益 77,980千円 －千円 86,956千円

※４．特別損失のうち主要な

もの

   

固定資産除却損 123千円 －千円 123千円

減損損失 19,721千円 －千円 19,721千円

　５．減価償却実施額    

有形固定資産 10,130千円 30,824千円 21,721千円

無形固定資産 442千円 296千円 442千円

　６．減損損失   当中間会計期間において、当社は次

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。

    ─────   当事業年度において、当社は次の資

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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（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自平成18年10月１日　至平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式 3,576 250,400 － 253,976

合計 3,576 250,400 － 253,976

　（変動事由の概要）

　増加数の主な内訳は、次のとおりです。 

 　 自己株式の取得による増加　　　　250,000株

 　　　　　 単元未満株式の買取による増加　　　　400株

前事業年度（自平成17年10月１日　至平成18年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

普通株式 1,976 1,600 － 3,576

合計 1,976 1,600 － 3,576

 （変動事由の概要）

 　増加数の主な内訳は、次のとおりです。 

     単元未満株式の買取による増加　　　1,600株　　
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

　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

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

　  累計額相当額及び中間期末残高相当額

───── 　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

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

車両及び運搬
具

－ － －

工具器具備品 － － －

合計 － － －

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

工具器具備品   －   －  － 

合計   －   －  － 

（注）　取得価額相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の中間期

末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しております。

（注）　取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。

 (2)未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 －千円

１年超 －千円

合計 －千円

１年内  －千円

１年超  －千円

合計  －千円

（注）　未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。

（注）　未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定してお

ります。

(3）支払リース料及び減価償却費相当額    (3）支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 1,638千円

減価償却費相当額 1,638千円

支払リース料 1,638千円

減価償却費相当額 1,638千円

 (4)減価償却費相当額の算定方法   

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

　同左　

（有価証券関係）

前中間会計期間末、当中間会計期間末及び前事業年度末のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価

のあるものはありません。
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（１株当たり情報）

項目
前中間会計期間

（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度
（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 42円77銭 46円08銭 45円59銭

１株当たり中間（当期）純

利益
△0円49銭 0円62銭 1円22銭

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、１

株当たり中間純損失が計上

されているため記載してお

りません。 

　潜在株式調整後１株当た

り中間純利益については、

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。

　　　　　　 1円21銭

　（注）１株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下の

　　　　とおりであります。

 
前中間会計期間

(自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日)

当中間会計期間
(自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日)

前事業年度
(自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） △148,695 264,862 400,156

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
△148,695 264,862 400,156

期中平均株式数（株） 301,568,837 424,389,051 327,502,490

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額
   

　中間（当期）純利益調整額（千円）  　　　　　　　　－  　　　　　　　　－  　　　　　　　　－

　普通株式増加数（株）  　　　　　　　　－  　　　　　　　　－ 603,318

 　 （うち新株予約権）  　　　　　　　　－  　　　　　　　　－    (603,318) 

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（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（平成18年

７月19日開催 取締役会決

議）

 新株予約権の数

　　　　　　200,000個 

 　　　　　　　　－
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

 子会社株式会社Ａ．Ｃインベストメントとの

合併

  当社は今後の事業の多面的な展開に備える

ため当社の100％出資子会社である㈱Ａ．Ｃイ

ンベストメントを平成18年５月22日付にて吸

収合併（簡易合併）いたしました。

 合併に関する事項は次のとおりであります。

（１）合併期日

　　　　　　　　　平成18年５月22日

（２）合併の形式

  当社を存続会社とし、㈱Ａ．Ｃインベスト

メントを解散会社とする吸収合併（簡易合併）

とし、合併による新株の発行及び資本金の増

加は行いません。

（３）財産の引継

  合併期日において、㈱Ａ．Ｃインベストメ

ントの資産・負債及び権利義務の一切を引継

ぐ。

（４）被合併会社の概要

 ①設立　　　　　　　平成18年１月18日

 ②事業内容　　　　　投資業務

 ③売上高（平成18年３月中間期）

16百万円

 ④当期純損失（平成18年３月中間期）

 7百万円

 ⑤総資産（平成18年３月末）

 2,047百万円

 ⑥株主資本（平成18年３月末）

 22百万円

 ⑦従業員数（平成18年３月末）

　 0名

（自己株式の取得）

　当社は、平成19年3月8日開催の取締役会にお

いて、会社法第156条の規定に基づき、平成18

年12月20日開催の定時株主総会にて承認決議さ

れました自己株式の取得の内容につきまして、

平成19年4月１日以降、５月15日現在までのとこ

ろ3,645千株、109,909千円を取得しておりま

す。

 （第１回新株予約権の買入消却）

  当社は、平成19年3月15日開催の取締役会にお

いて決議した第１回新株予約権の消却に関して、

平成19年４月３日に100,000個の新株予約権を１

個につき1,000円（総額１億円）で買入消却して

おります。

 該当事項はありません。
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