
 （TEL　03－5473－7722）

　Ⅰ.  訂正の理由

社内における精査の結果、記載内容に誤りが見つかったため訂正するものであります。

　Ⅱ.  訂正箇所

訂正箇所には、＿を付して表示しております。

1. 訂正箇所　「平成19年９月期　決算短信」　1ページ

3.平成20年９月期の連結業績予想(平成19年10月１日～平成20年９月30日)

（訂正前） （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

（訂正後） （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

　当社は、平成19年11月22日付にて開示いたしました「平成19年９月期決算短信」の記載内容に
ついて、一部訂正を要する箇所がありましたので、以下のとおり訂正します。

営業利益

410 ―

売上高

19.7

95.4

―

経常利益

450 ―5,800

5,800

中間期 2,900 30.3

当期純利益

940

1 12

19.7

205 95.4

410

経常利益

242―

営業利益売上高

平 成 19 年 12 月 21 日

当期純利益

通　期 940

　各　　位

会社名　　株式会社Ａ．Ｃホールディングス

代表者名　　代表取締役社長 　南 野　利 明

通　期

（JASDAQ　コード　１７８３）

問合せ先　　取締役総務部長　 島 津　弘 巳

記

（訂正）「平成19年９月期　決算短信」の一部訂正に関するお知らせ

中間期 2,900 30.3 205 225 22.4 470 76.6

12

― ― 2 24

470△ 22.4 76.6 1225

450
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2. 訂正箇所　「平成19年９月期　決算短信」　3ページ 31行目

　　1.　経営成績

　　（1）　経営成績に関する分析

　　　1）　当連結会計年度の経営成績

（訂正前）

（訂正後）

（訂正前）

（訂正後）

3. 訂正箇所　「平成19年９月期　決算短信」　4ページ 5行目

　　（2）　財政状態に関する分析

　　　1）　資産、負債及び純資産の状況

　　　①　資産

（訂正前）

（訂正後）

　　　③　純資産

（訂正前）

（訂正後）

　当連結会計年度末の総資産は前連結会計年度末に比べ47億86百万円減少し159億73百万円と
なりました。流動資産は42億49百万円減少し70億34百万円、固定資産は５億37百万円減少し
89億38百万円となりました。有形固定資産取得により11億77百万円増加しましたが、現金及
び預金が65億79百万円、投資有価証券が16億82百万円減少いたしました。

　当連結会計年度末の総資産は前連結会計年度末に比べ47億86百万円減少し159億73百万円と
なりました。流動資産は40億72百万円減少し72億11百万円、固定資産は11億77百万円増加し
64億98百万円となりました。この減少の主な要因は現金及び預金65億79百万円の減少、増加
の主な要因は固定資産取得による11億77百万円、投資不動産の取得18億円の増加によるもの
であります。

　『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。この結果、売上高３億58百万円（前期売上高４億60百万円）、営業損失１億60百万円
（前期営業利益93百万円）となりました。

　『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。この結果、売上高３億58百万円（前期売上高４億６百万円）、営業損失１億59百万円
（前期営業利益93百万円）となりました。

　『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着実に業績を積み重
ねてまいりました。この結果、売上高２億24百万円、営業利益87百万円となりました。なお
、㈱Ａ.Ｃファイナンスの設立が平成18年１月のため、前年同期比は記載しておりません。

　『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着実に業績を積み重
ねてまいりました。この結果、売上高２億24百万円、営業利益86百万円となりました。なお
、㈱Ａ.Ｃファイナンスの設立が平成18年１月のため、前年同期比は記載しておりません。

　当連結会計年度末の純資産は前連結会計年度末に比べ47億77百万円減少し146億５百万円と
なりました。この減少の主な要因は利益剰余金42億５百万円の減少及び自己株式の取得６億
３百万円によるものであります。

　当連結会計年度末の純資産は前連結会計年度末に比べ20億31百万円減少し173億51百万円と
なりました。この減少の主な要因は連結剰余金42億５百万円の減少及び自己株式の取得６億
３百万円によるものであります。
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　　　②　投資活動によるキャッシュ・フロー

（訂正前）

（訂正後）

4. 訂正箇所　「平成19年９月期　決算短信」　6ページ 12行目

　　2.　企業集団の状況

（訂正前）

　　　（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。

（訂正後）

　　　（3）インベストメント事業

　不動産及び投資事業組合等への間接投資を行います。

5. 訂正箇所　「平成19年９月期　決算短信」　7ページ

　　2.　企業集団の状況

　　　グループの事業の系統図は、次のとおりであります。

（訂正前）

（訂正後）

　投資活動による資金の減少要因は、有形固定資産の取得による支出15億51百万円（前連結
会計年度は34億31百万円）及び投資有価証券の取得による支出２億22百万円（同57億15百万
円）であります。

　投資活動による資金の減少要因は、有形固定資産の取得による支出15億51百万円（前連結
会計年度は34億31百万円）及び投資有価証券の取得による支出15億51百万円（同34億31百万
円）であります。

 東京平成ファンド投資事
 業有限責任組合１号
 ・その他子会社２社
 ・持分法適用関連会社１社

 東京平成ファンド投資事
 業有限責任組合１号
 ・その他子会社２社
 ・持分法適用会社１社
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6. 訂正箇所　「平成19年９月期　決算短信」　8ページ

　　（関係会社の状況）

① 連結子会社

（訂正前）

（注）2. 当連結会計年度より「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務

（注）2. 上の取扱い」（企業会計基準委員会平成18年９月８日実務対応報告第20号）を適用し、連結

（注）2. の範囲に含めております。

（訂正後）

関係内容
議決権の所有割合

（％）

－
（69.9）

名称

トラストゲートＢ
号投資事業組合
(注)２

 なし

住所 資本金(千円)
主要な事業
の内容

－
（69.9）

 東京都港区

 東京都港区

－ 

－ 

 投資事業

 投資事業

－  投資事業

 なし

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
（％） （注）１

関係内容

オカザキファンド
投資事業有限責任
組合　　 (注)２

69.9
（69.9）

 なし

オカザキファンド
投資事業有限責任
組合　　 (注)２

 横浜市金沢区 －  投資事業
69.9

（69.9）
 なし

トラストゲートＢ
号投資事業組合
(注)２

 東京都中央区

（注）2. 東京平成ファンド投資事業有限責任組合１号、オカザキファンド投資事業有限責任組合及
　　　　 びトラストゲートＢ号投資事業組合については、東京平成ファンド投資事業有限責任組合
         １号に対する意思決定機関を実質的に支配していると認められることとなったため、当連
         結会計年度より連結の範囲に含めております。

（注）3. 南野建設㈱については、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、同社の属する建設事業セグメント及びリアルエ
         ステート事業の売上高に占める当該連結子会社の売上高の割合が100分の90を超えるため、
         主要な損益情報等の記載を省略しております。

（注）4. ㈱広島紅葉カントリークラブについては、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10％を超えております。
         主要な損益情報等　　　　　　　(1) 売上高   　 　532,237千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　(2) 経常損失　　   15,616千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (3) 当期純損失　 　12,022千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (4) 純資産額　　  　△175千円
                                       (5) 総資産額　　　119,251千円
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7. 訂正箇所　「平成19年９月期　決算短信」　11ページ

4.　連結財務諸表

（訂正前）

（1）　連結貸借対照表

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

　2.受取手形及び完成

　　　工事未収入金等

　9.営業貸付金

　10.その他

　11.貸倒引当金

流動資産合計

Ⅱ　固定資産

　1.有形固定資産

　（1）　賃貸資産

  　①.　リース資産

  賃貸資産合計

　3.投資その他の資産

  （1）投資有価証券

  （2）長期貸付金

  （3）投資不動産

　（4）その他

  （5）貸倒引当金

投資その他の資産合計

固定資産合計

資産合計

対前年比
（平成19年９月30日）

当連結会計年度

　　

17.1

45.6

△ 34,815

108,929

（平成18年９月30日）

前連結会計年度

3,430,266

―

40,405

3,544,786

9,475,244

61,389

61,389

100.0 15,973,03720,759,407

金額　（千円）
構成比

（％）

490,891

54.4

構成比

（％）

530,881

2,413,550

8,938,241

金額　（千円）
増減

（千円）

△ 4,249,367

△ 1,131,235

△ 25,509

1,747,808

395,577

8,322

287,351

※4

※2

―

858,744

△ 13,522

1,476,582

1,136,891

△ 537,002

153,160

56.0

100.0

△ 1,131,704

7,034,795 44.011,284,163

区分

153,160

※1

△ 4,786,369

15.1

番号

注記
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（訂正後）

（1）　連結貸借対照表

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

　2.受取手形及び完成

　　工事未収入金等

　9.営業貸付金

 10.その他

 11.貸倒引当金

流動資産合計

Ⅱ　固定資産

　1.有形固定資産

　（1）　賃貸資産

  　①.　リース資産

  賃貸資産合計

　3.投資その他の資産

 （1）投資有価証券

 （2）関係会社株式

 （3）長期貸付金

 （4）投資不動産

 （5）その他

 （6）貸倒引当金

投資その他の資産合計

固定資産合計

資産合計

対前年比

△ 4,786,36915,973,037 100.0

56.0 △ 537,002

3,544,786

20,759,407 100.0

15.1

※2 ― 395,577

△ 34,815

108,929

3,430,266 262,710

40,405

17.1

44.0 △ 4,249,367

※1

※3 61,389 153,160

11,284,163 54.4

構成比 増減

※5 530,881

注記
金額　（千円）

構成比

番号 （％）

前連結会計年度 当連結会計年度

△ 13,522

（平成18年９月30日） （平成19年９月30日）

（％） （千円）

8,938,241

金額　（千円）

1,155,300

1,476,582

8,322

2,413,550

490,891

―

858,744

61,389

281,351

△ 1,131,235

9,475,244

△ 25,509

△ 1,150,113

7,034,795

153,160

区分

45.6

1,491,097

6



8. 訂正箇所　「平成19年9月期　決算短信」　16ページ

（訂正前）

(4)　連結キャッシュ・フロー計算書

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

Ⅱ  投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　関係会社株式の取得による支出

　　　貸付けによる支出

　　　貸付金の回収による収入

　　　その他の投資支出

（訂正後）

(4)　連結キャッシュ・フロー計算書

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・純損失（△）

Ⅱ  投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　関係会社株式の取得による支出

　　　貸付けによる支出

　　　貸付金の回収による収入

　　　その他の投資支出

投資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

金額　（千円）金額　（千円）

5,255,642

△ 4,573,742

△ 2,013,854

△ 11,294

236,064

236,064

△ 7,269,496

△ 24,251

1,033

金額　（千円）

846,380

増減

（千円）番号

注記

  至　平成19年９月30日）

（自　平成18年10月１日

当連結会計年度

  至　平成18年９月30日）

（自　平成17年10月１日

前連結会計年度

当連結会計年度

対前年比（自　平成18年10月１日

  至　平成19年９月30日）

区分
注記

金額　（千円）
番号

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）

△ 889,500

　　　　　　　―

1,033 38,419

増減

（千円）

△ 4,573,742

△ 846,380

対前年比

△ 2,013,854

△ 10,417

38,419

5,255,642△ 7,269,496

△ 24,251

　　　　　　　―

区分

　　　　　　　―

△ 889,500 　　　　　　　―
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9. 訂正箇所　「平成19年9月期　決算短信」　20ページ

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

4.　会計処理基準に関する事項

（訂正前）

①有価証券 ①有価証券

　　子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式

　　　総平均法による原価法

法適用会社株式を除く）

　(2) 社用資産 　(2) 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。

（訂正後）

①有価証券 ①有価証券

売買目的有価証券

　　子会社株式及び関連会社株式

　　　総平均法による原価法

　(2) 社用資産 　(2) 社用資産

　　定額法を採用しております。 　　主として定額法を採用しており

　　なお、主な耐用年数は、以下の 　　ます。なお、主な耐用年数は、

　　とおりであります。 　　以下のとおりであります。

　(3) 投資不動産

　　定額法を採用しております。

　　なお、主な耐用年数は以下の通

　　りであります。

総平均法による原価法（ただし
持分

当連結会計年度

  至　平成19年９月30日）

    （自　平成18年10月１日

  至　平成18年９月30日）

    （自　平成17年10月１日

前連結会計年度

項目

時価法（売却原価は移動平均法
により算定）

    （自　平成18年10月１日

  至　平成18年９月30日）   至　平成19年９月30日）

建物及び構築物　　 ６～50年

    （自　平成17年10月１日

（2）重要な減価償却資産
     の減価償却の方法

（1）重要な資産の評価
　　 基準及び評価方法

建物及び構築物　　 6年～50年

機械装置及び運搬具 3年～10年

同左

（2）重要な減価償却資産
     の減価償却の方法

（1）重要な資産の評価
　　　基準及び評価方法

項目

前連結会計年度 当連結会計年度

建物及び構築物　　 ３～50年

機械装置及び運搬具 ３～10年

工具器具備品　　　 ２～20年

建物及び構築物　　 28～35年

機械装置及び運搬具 ３～10年

8



10.訂正箇所　「平成19年9月期　決算短信」　24ページ

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

（訂正前）

（訂正後）

当連結会計年度

  至　平成18年９月30日）

  至　平成18年９月30日）

    （自　平成17年10月１日

前連結会計年度

項目

　法人税法が改正され平成19年4月1
日に施行されたことに伴い、当連結
会計年度より平成19年4月1日以降取
得資産の減価償却方法については改
正後の法人税法に定める方法によっ
ております。

  至　平成19年９月30日）

    （自　平成18年10月１日

　これにより、従来の会計処理に
よった場合と比べ、売上総利益が
10,520千円減少し、営業損失が
12,270千円増加し、経常損失及び税
金等調整前当期純損失が12,512千円
増加しております。

　尚、この変更に伴う損益への影響
は軽微であります。

当連結会計年度

重要な減価償却資産の減
価償却の方法

重要な減価償却資産の減
価償却の方法

　法人税法が改正され平成19年4月1
日に施行されたことに伴い、当連結
会計年度より平成19年4月1日以降取
得資産の減価償却方法については改
正後の法人税法に定める方法によっ
ております。

    （自　平成18年10月１日

  至　平成19年９月30日）

項目

前連結会計年度

    （自　平成17年10月１日

9



11.訂正箇所　「平成19年9月期　決算短信」　25ページ

表示方法の変更

（訂正前）

　（連結貸借対照表） 　（連結貸借対照表）

（訂正後）

　（連結貸借対照表） 　（連結貸借対照表）

　

　

　

（連結キヤッシュ・フロー計算書）

  至　平成19年９月30日）

       （自　平成18年10月１日

当連結会計年度

  至　平成18年９月30日）

       （自　平成17年10月１日

前連結会計年度

前連結会計年度

       （自　平成17年10月１日        （自　平成18年10月１日

（連結キヤッシュ・フロー計算書）

3.営業活動によるキャッシュ・フローの
「投資有価証券評価損」は、前連結会計
年度は「その他流動資産の増加（△）・
減少」に含めて表示しておりましたが、
金額的重要性が増したため区分掲記して
おります。

　なお、前連結会計年度の「その他流動
資産の増加（△)・減少」に含まれている
「未収入金の増加（△)・減少」は9,000
千円であります。

3.営業活動によるキャッシュ・フローの
「投資有価証券評価損」は、前連結会計
年度は「その他損益」に含めて表示して
おりましたが、金額的重要性が増したた
め区分掲記しております。

当連結会計年度

  至　平成19年９月30日）

　なお、前連結会計年度の「その他損
益」に含まれている「投資有価証券評価
損」は9,000千円であります。

  至　平成18年９月30日）

10



12.訂正箇所　「平成19年9月期　決算短信」　26ページ

注記事項

（訂正前）

　（連結貸借対照表関係）

※1.　有形固定資産減価

　　　償却累計額

※2.　賃貸資産に見合う

　　　未経過リース契約

　3.　偶発債務

※4.　連結会計年度末日

　　　満期手形

（訂正後）

　（連結貸借対照表関係）

※1.　有形固定資産減価

　　　償却累計額

※2.　投資不動産減価

　　　償却累計額

※3.　賃貸資産に見合う

　　　未経過リース契約

　4.　偶発債務

※5.　連結会計年度末日

　　　満期手形

（うち一年を超えるものは65,006千円） （うち一年を超えるものは156,571千円）

　　　裏書手形

受取手形　2,970千円受取手形　400千円

　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。

　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。

　連結会計年度末日は金融機関が休
日でしたが、満期日に決済が行われ
たものとして処理しております。当
連結会計年度末日満期手形は次とお
りであります。

　連結会計年度末日は金融機関が休
日でしたが、満期日に決済が行われ
たものとして処理しております。当
連結会計年度末日満期手形は次とお
りであります。

当連結会計年度

（平成18年９月30日） （平成19年９月30日）

2,908,683千円

（うち一年を超えるものは156,571千円）

83,994千円

2,908,683千円

206,479千円

2,903,830千円

（平成19年９月30日）

当連結会計年度

206,479千円

2,422千円

2、591,117千円

前連結会計年度
項目

項目

2,460千円

83,994千円

2,460千円

（平成18年９月30日）

前連結会計年度

（うち一年を超えるものは65,006千円）

　　　　裏書手形

受取手形　2,970千円受取手形　400千円

11



13.訂正箇所　「平成19年9月期　決算短信」　33ページ

（有価証券関係）

 1. 売買目的有価証券

（訂正前）

　　該当事項はありません。

（追　加）

（訂正前）

3. その他有価証券で時価のあるもの

（1）　株式

（2）　債権

　①国債･地方債等

　②社債

　③その他

（3）　その他

　　（注）　当連結会計年度において、有価証券について213百万円減損処理を行っております。

（訂正後）

3. その他有価証券で時価のあるもの

（1）　株式

（2）　債権

　①国債･地方債等

　②社債

　③その他

（3）　その他

　　（注）　当連結会計年度において、有価証券について241百万円減損処理を行っております。

△ 26,005

合計 420,875 337,212 △ 83,662 283,592 257,587 △ 26,005

420,875 283,592 257,587小計

311,194

337,212 △ 83,662

164,333242,686 △ 68,508 173,911 △ 9,578

109,680 94,526 △ 15,154 109,680 93,253 △ 16,427

表計上額 （千円）

（千円） （千円）

（千円） 表計上額 （千円） （千円）

前連結会計年度（平成18年９月30日） 当連結会計年度（平成19年９月30日）

取得原価 連結貸借対照 差額 取得原価 連結貸借対照 差額
種類

420,875 337,212 △ 83,662 △ 26,005259,587283,592

173,911

△ 26,005

△ 16,42793,253109,680

283,592

連結貸借対
照表計上額
が取得原価
を超えない
もの

311,194

259,587

△ 15,15494,526109,680

△ 83,662337,212420,875

当連結会計年度（平成19年９月30日）

表計上額

連結貸借対照取得原価 連結貸借対照 差額

（千円） 表計上額 （千円）

取得原価

（千円）

差額

△ 68,508242,686

（千円）

△ 9,578

（千円）

164,333

合計

連結貸借対
照表計上額
が取得原価
を超えない
もの

連結貸借対照表計上額（千円）

種類

小計

前連結会計年度（平成18年９月30日） 当連結会計年度（平成19年９月30日）

前連結会計年度の損益に含まれた

評価差額（千円）

当連結会計年度の損益に含まれた

485,400千円

連結貸借対照表計上額（千円）

評価差額（千円）

前連結会計年度（平成18年９月30日）

（千円）
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 5. 前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

（訂正前）

（訂正後）

14. 訂正箇所　「平成19年9月期　決算短信」　39ページ

（1株当たり情報）

（訂正前）

（注）算定上の基礎

1.　1株当たり純資産額

（訂正後）

（注）算定上の基礎

1.　1株当たり純資産額

29,430

200,000

424,428,513

551,108 111,195 ―

普通株式の自己株式数（株）

― 174、055

3,576

200,796 27,687

404,423,697

　　少数株主持分（千円）

普通株式の発行済株式数（株）

普通株式に係る純資産額（千円）

19,182,807

―

424,428,513

売却額（千円） 売却益の合計額 売却損の合計額

（千円） （千円） （千円） （千円）

551,108

売却額（千円）

111,195

（千円）

売却益の合計額

―

（千円）

売却損の合計額

206,726

売却額（千円） 売却損の合計額

（千円）

29,43027,687

（千円）

売却益の合計額

普通株式に係る純資産額（千円）

差異の主な内容

　　新株予約権（千円）

普通株式の自己株式数（株）

1株当たり純資産額の算定に用いられた普通
株式の数（株）

424,424,937

19,182,807

差異の主な内容

  至　平成18年９月30日）   至　平成19年９月30日）

424,428,513 424,428,513

3,576 20,004,816

普通株式の発行済株式数（株）

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千円）

―

当連結会計年度

（自　平成18年10月１日

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千円）

（自　平成17年10月１日  至　平成18年９月30日） （自　平成18年10月１日  至　平成19年９月30日）

売却額（千円） 売却益の合計額 売却損の合計額

　　新株予約権（千円） 200,000

14,431,451

14,431,451

当連結会計年度

424,424,937

14,605,50619,382,807

前連結会計年度

（自　平成17年10月１日

14,605,506

（自　平成17年10月１日 （自　平成18年10月１日

  至　平成18年９月30日）   至　平成19年９月30日）

当連結会計年度前連結会計年度

（自　平成18年10月１日  至　平成19年９月30日）（自　平成17年10月１日  至　平成18年９月30日）

前連結会計年度

1株当たり純資産額の算定に用いられた普通
株式の数（株）

404,423,697

前連結会計年度 当連結会計年度

20,004,816

19,382,807
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15. 訂正箇所　「平成19年9月期　決算短信」　40ページ 8行目

（重要な後発事象）

　（2）　経営資源の効率化を図るために、当社所有の賃貸ビルを売却いたしました。

　　②　売却物件の内容

（訂正前）

（へ）　帳簿価格 1,600百万円

（ト）　譲渡価格 2,300百万円

（訂正後）

（へ）　帳簿価格 1,601百万円

（ト）　譲渡価格 2,230百万円

　　④　当該事象の損益に与える影響

（訂正前）

（訂正後）

（追　加）

　　　① 債権の内容と回収状況等

債権内容：営業貸付金

期末日残高：316,000千円

返済期日：平成19年11月20日

回収状況： 平成19年10月４日　15,000千円回収

平成19年10月24日　168,700千円回収（上記担保300,000千円処分）

平成19年11月20日　2,300千円回収

　　　② 担保価値の下落と回収可能性

①     平成19年10月５日

②     平成19年12月19日

Ｃ＆Ｍ証券株式会社　株式　2,000株

千葉県流山市江戸川台東三丁目183-1　土地122.88㎡及び建物
根抵当権設定極度額　45,000千円

　株式会社リード・フィナンシャル＆アドバイザリー・サービスに対する債権の回収可能
性に関しては、決算日以後の回収状況及び同社から提供を受けている上記担保の価値を評
価し、引当金の計上は不要と判断しておりました。
　しかし、平成19年12月15日付にて、株式会社ＹＯＺＡＮが、特別損失の計上などにより
債務超過となる見込みである旨の情報を開示したことを受け、上記の担保価値を見直した
結果、営業貸付金残高130,000千円の回収について、問題が発生しました。
　なお、平成19年9月30日期末日以降回収状況を鑑み以下の担保物件を追加で取得していま
す。

担保状況（期末日現在）：株式会社ＹＯＺＡＮ
                      　第4回無担保転換社債型新株予約権付社債　600,000千円

 上記固定資産の売却に伴う譲渡益は629百万円となり、これに別途支払手数料が190百万円
発生し、差引438百万円の利益計上となる予定であります。

　上記固定資産の売却に伴い、平成20年9月期において、固定資産売却益700百万円が特別
利益に計上されることとなります。

（3）連結子会社である株式会社Ａ．Ｃファイナンスにおける株式会社リード・フィナンシャル
     ＆アドバイザリー・サービスに対する債権の一部に関して、回収可能性に問題が生じて
     おります。
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16. 訂正箇所　「平成19年9月期　決算短信」　49ページ 

重要な会計方針

（訂正前）

3.　固定資産の減価償却

　　の方法

　　　建物　　　　15～28年 　　　　　　　同左

　無形固定資産・・・定額法 　無形固定資産

　　　　　　　同左

（訂正後）

3.　固定資産の減価償却

　　の方法

　　　建物　　　　15～28年 　　　　　　　同左

　無形固定資産・・・定額法 　無形固定資産

　　　　　　　同左

　　　建物　　　　28～35年

当連結会計年度前連結会計年度

　投資不動産・・・定額法

  至　平成19年９月30日）  至　平成18年９月30日）

（自　平成18年10月１日（自　平成17年10月１日

（自　平成17年10月１日 （自　平成18年10月１日

前連結会計年度 当連結会計年度

　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。

  至　平成18年９月30日）   至　平成19年９月30日）

　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。

　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。

　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。

　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。

　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。

なお、主な耐用年数は以下のとおり
であります。

項目

項目
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17. 訂正箇所　「平成19年9月期　決算短信」　50ページ

会計処理方法の変更

（訂正前）

重要な減価償却資産の減価償却の方法

（訂正後）

重要な減価償却資産の減価償却の方法

18. 訂正箇所　「平成19年9月期　決算短信」　53ページ

注記事項

　　（追 加）

　（貸借対照表関係）

　　　　累計額

19. 訂正箇所　「平成19年9月期　決算短信」　54ページ

（有価証券関係）

（訂正前）

子会社株式

関連会社

合計

（訂正後）

子会社株式

関連会社

合計 　　846,380 　　669,500  　△176,880

― ― ―

　　846,380 　　669,500  　△176,880

貸借対照表計上額 時価 差額

（千円） （千円） （千円）

　　　　846 　　　　669 　　△176

　　△176　　　　669　　　　846

（千円） （千円） （千円）

― ― ―

時価 差額貸借対照表計上額

2,422千円
※1.　投資不動産減価償却

 　　　 至　平成18年９月30日）

項目
（平成19年９月30日）

当事業年度

　　　  至　平成19年９月30日）

当事業年度

　　　　（自　平成18年10月１日

　　　  至　平成19年９月30日）

（平成18年９月30日）

前事業年度

　　　　（自　平成17年10月１日

前事業年度

当事業年度前事業年度

　これにより、従来の会計処理によった場合と
比べ、売上総利益が10,052千円減少し、営業利
益が11,093千円減少し、経常損失及び税引前当
期純損失がそれぞれ11,335千円増加しておりま
す。

　　　　（自　平成18年10月１日　　　　（自　平成17年10月１日

 　　　 至　平成18年９月30日）

　尚、この変更に伴う損益の影響は軽微であります。

　　法人税法が改正され平成19年4月1日に施行
されたことに伴い、当会計年度より平成19年4月
1日以降取得資産の減価償却方法については改正
後の法人税法に定める方法によっております。

　法人税法が改正され平成19年4月1日に施行さ
れたことに伴い、当会計年度より平成19年4月1
日以降取得資産の減価償却方法については改正
後の法人税法に定める方法によっております。
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20. 訂正箇所　「平成19年9月期　決算短信」　57ページ 13行目

（重要な後発事象）

(2) 経営資源の効率化を図るために、当社所有の賃貸ビルを売却いたしました。

（訂正前）

②売却物件の内容

（ヘ）帳簿価格 1,600百万円

（ト）帳簿価格 2,300百万円

④当該事象の損益に与える影響

　　上記固定資産の売却に伴い、平成20年9月期において、固定資産売却益700百万円が特別利益に

　計上されることとなります。

（訂正後）

②売却物件の内容

（ヘ）帳簿価格 1,601百万円

（ト）帳簿価格 2,230百万円

④当該事象の損益に与える影響

　　上記固定資産の売却に伴う譲渡益は629百万円となり、これに別途支払手数料が190百万円発生

　し、差引438百万円の利益計上となる予定であります。

21. 訂正箇所　「平成19年9月期　決算短信」　58ページ 21行目

6.　その他

　　③その他の役員の異動　（平成19年12月27日付）

　　　1.退任予定取締役

（訂正前）

　　　　取締役　　國分　秀行

（訂正後）

　　　　取締役　　國分　秀徳
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