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１．平成20年３月中間期の連結業績（平成19年10月１日～平成20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 ％

20年３月中間期 2,301 3.4 △51 － △579 － △699 －

19年３月中間期 2,225 13.7 104 － 290 － 266 －

19年９月期 4,841 18.2 △60 － △38 － △4,422 －

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

20年３月中間期 △1 73 － －

19年３月中間期 0 63 － －

19年９月期 △10 55 － －

（参考）持分法投資損益 20年３月中間期 △478百万円 19年３月中間期 －百万円 19年９月期 △28百万円

(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

20年３月中間期 15,179 13,930 90.6 34 02

19年３月中間期 21,116 19,580 91.8 45 69

19年９月期 15,973 14,605 90.3 35 68

（参考）自己資本 20年３月中間期 13,756 百万円 19年３月中間期 19,380 百万円 19年９月期 14,431百万円

(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

20年３月中間期 △1,744 2,110 0 3,390

19年３月中間期 △6,977 △215 △8 2,412

19年９月期 △4,543 △2,013 △803 3,033

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

19年９月期 － － － － － － 0 00 0 00

20年９月期（実績） － － － － 　　 －　　－ 　　 －　　－
0
 

00
 20年９月期（予想）

 　　－　　－
　　

　　 －　　－ － － 0 00

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）

（％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 5,000 3.3 150 － △360 － △230 －  △54
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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）　有

新規 １社 株式会社姫路相生カントリークラブ　 除外 １社 　株式会社ランデヴー

（注）詳細は、７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　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

(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） 20年３月中間期 424,428,513株 19年３月中間期 424,428,513株 19年９月期 424,428,513株

②　期末自己株式数 20年３月中間期 20,005,116株 19年３月中間期 253,976株 19年９月期 20,004,816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、40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20年３月中間期の個別業績（平成19年10月１日～平成20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 ％

20年３月中間期 534 36.3 75 △28.4 58 △81.2 △526 －

19年３月中間期 392 28.6 105 － 308 － 264 －

19年９月期 918 34.1 33 － 330 － △2,747 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

20年３月中間期 △1 30

19年３月中間期 0 62

19年９月期 △6 55

(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

20年３月中間期 15,853 15,554 98.1 38 39

19年３月中間期 19,895 19,746 98.2 46 08

19年９月期 16,221 16,056 99.0 39 70

（参考）自己資本 20年３月中間期 15,524 百万円 19年３月中間期 19,546 百万円 19年９月期 16,056百万円

２．平成20年９月期の個別業績予想（平成19年10月１日～平成20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 1,060 15.5 150 341.2 150 △54.7 △400 － 0 △94

※　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

【当中間期の概況】

　当中間連結会計期間のわが国経済は、輸出が増加基調で推移し、景気は緩やかに回復していくと期待されておりま

すが、サブプライム住宅ローン問題を背景とするアメリカ経済の減速や株式・為替市場の変動、原油価格の高騰など

景気の先行きが懸念される状況でありました。

　このような状況の中、当社グループは、当中間連結会計期間より新経営陣で当社グループの『舵取り』をおこなっ

てまいりました。まず当中間連結会計期間におこなった舵取りとして、不動産価格の下落が顕著となったため資産の

再評価を実施いたしました。その結果、当中間連結会計期間の業績に少なからぬ影響をおよぼすことになりましたが、

将来の懸念材料を払拭したことで、今後の業績向上に寄与するものと考えております。

　当中間連結会計期間の業績につきましては、ＩＴ事業が堅実に成長したもののインベストメント事業が投資を静観

している状況であったため、売上高は前年同期比3.4％増の23億１百万円という結果となりました。

　利益面につきましても、利益率の高いインベストメント事業の売上減により売上総利益が前年同期比11.1％減の

９億８千６百万円、また販売費及び一般管理費は3.4％増の10億３千８百万円であったため、営業損失５千１百万

円（前年同期営業利益１億４百万円）となりました。また経常損失５億７千９百万円（前年同期経常利益２億９千万

円）の主な要因は持分法適用会社の純損失22億８千２百万円に対する投資損失４億７千８百万円であります。

税金等調整前中間純利益につきましては、６億７千６百万円（前年同期税金等調整前中間純利益２億９千４百万円）

の税金等調整前純損失となりました。これは、当中間連結会計期間に特別損失として貸倒引当金繰入額３億１千９百

万円、減損損失１億２千３百万円、投資不動産売却損１億２千６百万円を計上したためであります。中間純損失は６

億９千９百万円（前年同期中間純利益２億６千６百万円）となりました。

　なお、事業種別の業績は次のとおりであります。

①ゴルフ・リゾート事業

　ゴルフ・リゾート事業は、冬期における降雪の影響で、売上高６億９千万円（前年同期比2.5％減）、営業損失３

億１千２百万円（前年同期営業利益３百万円）となりました。

　ただし、当中間連結会計期間より㈱姫路相生カントリークラブが新規連結となり、その売上高は２億７百万円であ

ります。クローズ（降雪による休業）していた事業所も平成20年４月18日よりオープンし、想定外の天候不順となら

ないかぎり業績は向上するものと考えております。今後につきましても、サービスの向上、コストダウン、新規顧客

の拡大を図り当社グループの基幹産業として業容拡大に取組んでまいります。

②ファイナンス事業

　ファイナンス事業は、貸付業務の縮小により売上高６千３百万円（前年同期比53.3％減）となりました。

当中間連結会計期間はリース、割賦販売を中心に経営してまいりました結果、営業利益２千１百万円（前年同期比

66.2％減）となりました。

③インベストメント事業

　インベストメント事業は、株式・不動産市場が先行不透明な状況と判断し投資を控えております。その結果売上高

はありません。前年同期は売上高３億３千５百万円、営業利益９千万円であります。

④建設事業

　建設事業は、公共事業の競争激化、建設資材の高騰によるコストアップの影響を受けましたが、売上高10億９千８

百万円（前年同期比4.8％増）、営業損失２千７百万円（前年同期営業損失５千８百万円）となりました。

⑤リアルエスート事業

　リアルエステート事業は、不動産市況が急速に悪化していると判断し、売買を控えております。その結果、売上高

はありません。

　前年同期は売上高７百万円、営業利益５百万円であります。

⑥ＩＴ事業　

　ＩＴ事業は、前連結会計年度の下半期より開始した事業ですが、当中間連結会計期間において事業計画とおりに

実績をあげております。その結果、売上高４億６千５百万円、営業利益２億９千８百万円となりました。 
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     【通期の見通し】

　下期の経済情勢は、原油価格の高騰や、サブプライムローン問題などによる景気の減速、個人消費の低迷などの

不安定要素が懸念されますが、現時点においては,売上高5,000百万円(前年同期比3.3％増)、営業利益150百万円(前

年同期60百万円の営業損失)、経常損失360百万円(前年同期38百万円の経常損失)、当期純損失230百万円(前年同期

4,422百万円の当期純損失)を計画しております。

 

(ゴルフ・リゾート事業)

 ゴルフ・リゾート事業は、㈱シェイクスピアカントリークラブ(平成20年４月18日オープン)と㈱米山水源カントリー

クラブ、㈱広島紅葉カントリークラブ、㈱姫路相生カントリークラブの４コースで売上高1,881百万円(前年同期比

18.6%増)を予想しております。

（ファイナンス事業）

　ファイナンス事業は、割賦販売を中心に経営し、売上高155百万円(前年同期比30.8%減)を予想しております。　　

　　

 (建設事業)

 建設事業は関西本店、東京支店、名古屋支店の３拠点で、売上高2,064百万円(前年同期0.8%減)を予想しておりま

す。

 (ＩＴ事業)

 ＩＴ事業は事業計画どおりに実績をあげ、今期は通期にわたって寄与しており、売上高は900百万円(118.4%増)を予

想しております。

 なお、インベストメント事業およびリアルエステート事業は不動産市況が急速に悪化していると判断し、売り上げ

予想を控えております。

 

　平成20年９月期の通期業績見通しは次のとおりであります。

　　　　1.連結業績見通し

　　　　　　　　　　　売上高　　　5,000百万円　　（対前年比　　　　　　　　△13.8％）

　　　　　　　　　　　営業利益　　　150百万円　　（前年同期　　　60百万円の営業損失）　

　　　　　　　　      経常損失　　　360百万円　　 (前年同期　　　38百万円の経常損失）

　　　　　　　　　　　当期純損失　　230百万円　　 (前年同期 4,422百万円の当期純損失）

 

　　　　2.単体業績見通し

　　　　　　　　　　　売上高　　　1,060百万円　　（対前年比　　 　　　　　　 15.4％）

　　　　　　　　　　　営業利益　 　 150百万円　　（前年同期　  　33百万円の営業利益）　

　　　　　　　　      経常利益　　  150百万円　　 (前年同期　 　330百万円の経常利益）

　　　　　　　　　　　当期純損失　　400百万円　　 (前年同期 2,747百万円の当期純損失）
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 （2）財政状態に関する分析

　当中間連結会計期間末の総資産は151億７千９百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億９千３百万円の減少

となりました。

　主な要因は、福岡ビルの売却による有形固定資産の減少15億９千７百万円と貸倒引当金の増加５億６千９百万円

であります。

　当中間連結会計期間末の負債は12億４千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億１千９百万円減少しま

した。

　主な要因は、未成工事受入金（前連結会計年度はその他に含まれております。）の減少９千８百万円、及び支払

手形及び工事未払金等の減少５千３百万円であります。

　当中間連結会計期間末の純資産の状況は、利益剰余金の減少により、前連結会計年度末に比べ６億７千４百万

円減少の139億３千万円となりました。

　また、キャッシュ・フローの状況につきまして、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、

「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ３億５千６百万円増加し、33億９千万円となりました。主な要因

と、各キャッシュ・フローの状況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、17億４千４百万円（前中間連結会計期間は69億７千７百万円の減少）となりまし

た。

　これは、税金等調整前中間純損失６億７千６百万円、未収入金の増加６億４千３百万円、その他固定資産の増加

（主に、投資不動産の購入）20億５千９百万円などにより資金が減少した結果であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によって得られた資金は、21億１千万円（前中間連結会計期間は２億１千５百万円の減少）となりまし

た。

　これは、有形固定資産の売却による収入20億７千６百万円、投資有価証券の売却による収入１億２百万円など

により資金が増加した結果であります。

（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、０百万円（前中間連結会計期間は８百万円の減少）となりました。

　これは、自己株式の取得による支出により資金が減少した結果であります。

 

　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16年９月期 平成17年９月期 平成18年９月期 平成19年９月期 平成20年９月期

中間期

自己資本比率（％） － － 92.4 89.5 90.6

時価ベースの自己資本比率

（％）
－ － 96.1 54.0 34.6

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。

     （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）当社グループ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。
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 （3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社グループは、企業価値を向上させ、安定した経営基盤の確立を目指すとともに、株主に対する利益還元を経

営の重要な政策の一つと考えております。株主の皆様への利益還元につきましては、当該事業年度の業績と翌期以

降の見通し、将来に備えた内部留保の必要性等を総合的に勘案した上で、その時点で最適の還元策を行っていく予

定でございます。（当社グループは、中間期における配当制度を採用しておりませんので、中間配当はございませ

ん。）しかし、前期は遺憾ながら無配当となりました。

　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あります。　

 （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事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、顕在化した場合などには、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。　

　5）取引先の経営破綻等について

　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、建設業界の景気悪化による

取引先（建設会社＜ゼネコン・地元業者＞）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。

　6）個人情報等の漏洩リスクについて

　当社グループの顧客は個人がほとんどであり、多くの個人情報を取り扱っております。平成17年４月１日に

施行された個人情報保護法への対応として「個人情報保護規程」に基づき個人情報保護の適切な取扱いに関し

個人情報管理責任者を選任し、体制整備を図っておりますが、個人情報が漏洩した場合には、当社グループの

社会的信用が低下し、またその対応のための費用負担が発生し、業績に影響を与える可能性があります。 

　7）資材価格の変動リスクについて

  原材料の価格が高騰した際、請負金額に反映させることが困難な場合には、当社グループの業績に影響を与

える可能性があります。 
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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11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、株式会社姫路相生カントリークラブ、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）並びに非連結子会社１社及び持分法適用関連会社１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

　　水道管等の改築・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

　　自己保有資産の活用並びに収益が見込める物件への投資を行ないます。

(６)ＩＴ事業

　　ストレージサーバー機能を持たせたデジタル端末を多数配置し、広域負荷分散型のデータストレージ事業を展開し

　　ております。　　　　
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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。

 

企業グループ 

㈱A.C ファイナンス  

㈱A.Cインターナショナル 

南野建設㈱ 

㈱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 

 

 

 

 

 

 

 

 

㈱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 

建
設
事
業 

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
事
業 

ゴ
ル
フ･

リ
ゾ
ー
ト
事
業 

イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
事
業 

リ
ア
ル
エ
ス
テ
ー
ト
事
業 

Ｉ
Ｔ
事
業 

ナンテック㈱ 

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３社 
・持分法適用会社１社 

㈱姫路相生カントリークラブ 

 

 

 

 

 

  （注）1.㈱ランデヴーについては、平成20年３月31日付で連結の範囲より除外しております。

 　　　2.㈱姫路相生カントリークラブについては、当中間連結会計期間より連結の範囲に含めております。
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（関係会社の状況）

　①（連結子会社）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成20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   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   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)
 なし 

㈱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

㈱姫路相生カント

リークラブ

           (注)３

 兵庫県相生市 3,000  ゴルフ場運営  100  なし

東京平成ファンド

投資事業有限責任

組合１号

 東京都港区 －  投資事業 99.9  なし 

トラスゲートB号投

資事業組合
 東京都中央区 －  投資事業

69.9

(69.9)
 なし 

オカザキファンド

投資事業組合
 横浜市金沢区 －  投資事業

69.9

(69.9)
 なし

 （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。

 　　　３． ㈱姫路相生カントリークラブについては、重要性が増したため、当中間会計期間より連結の範囲に含めてお

　　　　  ります。

 　　　４． 当中間連結会計期間末まで連結対象の子会社でありました株式会社ランデヴーにつきましては、当中間連結

　　　　　会計期間末に売却したことにより子会社ではなくなっておりますが、当中間連結会計期間の損益計算書は連結

　　　　　の対象となっております。

　②（持分法適用関連会社）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成20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 

㈱東京衡機製造所  神奈川県相模原市 2,512,005
試験機事業、民生

品事業
34.67  なし
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３．経営方針
　当社は、企業価値を向上させ、安定した経営基盤の確立を目指すとともに、株主に対する利益還元を経営の重要な

政策の一つと考えております。

(1）会社の経営の基本方針

　当社グループ（当社及び連結子会社）は、ＡＤＶＡＮＣＥ（前進）とＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ（構築）をキーワー

ドに、社会に貢献する企業体を目指しております。また、当社グループは、皆様にご満足いただける「幸せな社会づ

くり」の一端を担っていきたいと考えており、利益水準をより安定的に維持しつつ、新たな事業を構築し更なる成長

を図ってまいります。

 （2）目標とする経営指標

　当社グループは、株主の皆様からお預かりしております株主資本を有効に活用させて頂いておりますが、株主資本

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

ところであり、安定的収益確保後設定したいと存じます。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　中期経営計画（2006年～2009年）では赤字経営からの脱却を最優先課題と考え、利益の確保、成長路線へ推進して

おります。「収益構造の改善」（2006年）、「収益基盤の確立」（2007年～2008年）、「成長、発展基盤形成」（2009

年）を各年度のテーマとしており、今期は「収益基盤の確立」の年として取り組んでおります。

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行う。

　　③　Ｍ＆Ａ業務及びファンドの組成、管理等を行う。

　持株会社としての機能の他に、ＩＴ事業、主にデータストレージ事業として、デジタルデータ格納庫（デジタル端

末端末）を関東・中部地区中心に設置しており、今後より安定的な収益の確保を目指してまいります。また、リアル

エステート事業は、不動産の売買及び仲介等に関する事業でありますが、今後は自己保有資産の有効活用を目的とし

し、業容拡大を図っていく予定であります。インベストメント事業につきましては、投資案件に対し今後も綿密な調

査を実施し、慎重に継続してまいります。更に、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

可欠との判断から推進していきます。

　　2）株式会社Ａ．Ｃファイナンス

　　　　①　各動産リース、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。

　　　全国のゴルフ場を対象に、カート、ゴルフ場管理機械、車両等のリースを積極的に展開していき、リース事業の拡

　　大を図ってまいります。また、企業を対象とした融資、投資を推進することにより、収益の確保をめざしてまいりま

　　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。

　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的収益事業を目指します。現在、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、、姫路相生カントリークラブの運営管理を行っております。　　　

4)南野建設株式会社

　　①土木工事の設計、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不動産の売買、賃貸、仲介及び管理を行う。

　従来からの上下水道等のライフライン整備を目的とした公共事業だけではなく、前期から参入いたしました不動産

事業にも積極的に展開してまいります。又、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。
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(4）会社の対処すべき課題

　昨今、公共事業の縮小、原油の高騰による商品調達コスト上昇や個人消費等の低迷など、ますます先行き不透明な

情勢が続く中、当グループの経営に与える影響は少なからず出てくることが予想されます。しかしながら、当グルー

プは、収益構造の改善を進め、当グループ会社間のバックアップ体制をより一層強化し、徹底的かつ合理的な管理体

制を図ってまいります。

1）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、適材適所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。 

2）各事業の体質強化

　投資事業は、リスクマネージメントを強化し、慎重に投資案件の選別を徹底してまいります。建設事業については、

公共事業削減に対処すべく不採算部門の縮小・廃止等の組織再編を更に実施してまいります。前期から参入したリア

ルエステート事業・IT事業については、より安定的な事業運営に努めてまいります。また、ゴルフ事業におきまして

は、レジャー産業と位置づけられ、景気動向に影響を受けやすく、更に屋外スポーツのため季節・天候などにも影響

を受けます。徹底した効率化による経費節減が急務であり運営・管理体制をさらに強化してまいります。

3）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。 

（5）その他、会社の経営上重要な事項

　　 該当する事項はありません。
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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19年３月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年３月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19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   2,412,170   3,390,152   3,033,868  

２．受取手形及び完成工
事未収入金等

※６  824,922   507,658   530,881  

３．未成工事支出金   477,948   154,267   318,664  

４．その他たな卸資産   415,689   67,384   97,417  

５．未収入金   150,956   1,420,372   －  

６．営業出資金   2,070,000   997,000   1,057,000  

７．営業貸付金   2,996,000   897,526   1,155,300  

８．未収還付消費税等   113   921   29,795  

９．その他   329,907   1,002,578   1,961,982  

　　貸倒引当金   △20,468   △1,720,027   △1,150,113  

流動資産合計   9,657,240 45.7  6,717,835 44.3  7,034,795 44.0

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産 ※１          

 (ア)賃貸資産           

１．リース資産 ※３ 86,207   139,281   153,160   

 賃貸資産合計   86,207   139,281   153,160  

 (イ)社用資産           

１．建物及び構築物  1,829,453   886,993   1,866,654   

２．機械装置及び運搬
具

 211,739   265,772   294,871   

３．工具器具備品  －   932,653   1,101,564   

４．土地 ※８ 3,088,322   2,497,843   3,082,709   

５．その他  117,128   －   －   

　社用資産合計   5,246,644   4,583,262   6,345,799  

有形固定資産合計   5,332,851 25.3  4,722,544 31.1  6,498,959 40.7

(2）無形固定資産           

１．ソフトウェア  22,573   17,543   －   

２．のれん  522,538   －   －   

３．その他  5,554   2,992   25,731   

無形固定資産合計   550,666 2.6  20,535 0.1  25,731 0.2

(3）投資その他の資産           

１．投資有価証券  3,680,871   156,838   262,710   

２．関係会社株式  －   1,027,087   1,491,097   

３．投資不動産
※
2,7

1,800,000   2,221,054   395,577   

４．その他  124,974   325,668   289,673   

　　貸倒引当金  △29,621   △12,448   △25,509   

投資その他の資産合
計

  5,576,224 26.4  3,718,199 24.5  2,413,550 15.1

固定資産合計   11,459,742 54.3  8,461,280 55.7  8,938,241 56.0

資産合計   21,116,982 100.0  15,179,115 100.0  15,973,037 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成19年３月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年３月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19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

  619,563   318,918   372,113  

２．未払法人税等   42,835   43,411   67,541  

３．未払消費税等   15,904   65,789   11,306  

４．賞与引当金   7,769   －   －  

５．未成工事受入金   123,520   102,742   －  

６．その他   225,177   252,928   449,794  

流動負債合計   1,034,770 4.9  783,789 5.2  900,755 5.7

Ⅱ　固定負債           

1．退職給付引当金   230,892   162,815   193,318  

2．預り保証金   271,000   301,694   273,458  

固定負債合計   501,892 2.4  464,510 3.0  466,776 2.9

負債合計   1,536,663 7.3  1,248,299 8.2  1,367,531 8.6

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   3,500,000 16.6  3,500,000 23.0  3,500,000 21.9

２．資本剰余金   15,551,943 73.6  15,551,943 102.5  15,551,943 97.4

３．利益剰余金   480,865 2.3  △4,658,849 △30.7  △3,990,420 △25.0

４．自己株式   △8,774 △0.0  △604,068 △4.0  △604,065 △3.8

株主資本合計   19,524,033 92.5  13,789,025 90.8  14,457,456 90.5

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  △32,264 △0.2  △26,005 △0.2

評価・換算差額等合計   △143,714 △0.7  △32,264 △0.2  △26,005 △0.2

Ⅲ　新株予約権   200,000 0.9  － －  － －

Ⅳ　少数株主持分   － －  174,055 1.2  174,055 1.1

純資産合計   19,580,318 92.7  13,930,815 91.8  14,605,506 91.4

負債純資産合計   21,116,982 100.0  15,179,115 100.0  15,973,037 100.0
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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18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20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18年10月１日
至　平成19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   2,225,487 100.0  2,301,059 100.0  4,841,759 100.0

Ⅱ　売上原価   1,115,873 50.1  1,314,076 57.1  2,533,238 52.3

売上総利益   1,109,613 49.9  986,983 42.9  2,308,520 47.7

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※１  1,004,751 45.2  1,038,863 45.2  2,368,945 48.9

営業利益又は営業
損失（△）

  104,862 4.7  △51,879 △2.3  △60,424 △1.3

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  －   3,371   4,868   

２．投資事業組合運
　　用益

 169,355   －   336   

３．受取給付金  －   6,476   10,913   

４．その他  18,670 188,025 8.4 21,319 31,167 1.4 61,690 77,808 1.6

Ⅴ　営業外費用           

１．持分法による投
　　資損失

 －   478,467   28,170   

２．その他  2,668 2,668 0.1 80,149 558,617 24.3 27,506 55,677 1.2

経常利益又は経常
損失（△）

  290,219 13.0  △579,330 △25.2  △38,293 △0.8

Ⅵ　特別利益           

１．固定資産売却益 ※３ 4,144   475,048   25,390   

２．投資有価証券売
　　却益

 －   29,037   27,687   

３．賞与引当金戻入
　　益 

 5,541   －   5,541   

４．前期損益修正益  12,334   536   12,334   

５．その他  － 22,020 1.0 23,538 528,160 23.0 11,653 82,608 1.7

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産除却損  32   1,440   7,399   

２．固定資産売却損  567   －   567   

３．投資有価証券評
　　価損

 17,100   25,773   241,223   

４．貸倒引当金繰入
　
　　額

 －   319,256   1,124,447   

５．減損損失 ※２ －   123,581   3,200,537   

６．投資不動産売却
　　損

 
 

－   126,797   －   

７．その他  － 17,700 0.8 28,390 625,239 27.2 43,881 4,618,057 95.4

税金等調整前中間
（当期）純利益又
は純損失（△）

  294,540 13.2  △676,409 △29.4  △4,573,742 △94.5

法人税、住民税及
び事業税

 21,705   23,248   27,011   

法人税等調整額  6,756 28,462 1.2 － 23,248 1.0 16,759 43,771 0.9

少数株主損失   －   －   194,944 4.1

中間（当期）純利
益又は純損失
（△）

  266,077 12.0  △699,657 △30.4  △4,422,568 △91.3
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(3）中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（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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当中間連結会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20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19年９月30日　残高（千円） 3,500,000 15,551,943 △3,990,420 △604,065 14,457,456

中間連結会計期間中の変動額

中間純利益 － － △699,657 － △699,657

自己株式の取得 － － － △3 △3

新規連結に伴う利益剰余金の増加 － － △243 － △243

連結除外による利益剰余金の増加 － － 31,473 － 31,473

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）

－ － △668,428 △3 △668,431

平成20年３月31日　残高（千円） 3,500,000 15,551,943 △4,658,849 △604,068 13,789,025

評価・換算差額等

少数株主持分 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19年９月30日　残高（千円） △26,005 △26,005 174,055 14,605,506

中間連結会計期間中の変動額

中間純利益 － － － △699,657

自己株式の取得 － － － △3

新規連結に伴う利益剰余金の増加 － － － △243

連結除外による利益剰余金の増加 － － － 31,473

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）

△6,258 △6,258 － △6,258

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

△6,258 △6,258 － △674,690

平成20年３月31日　残高（千円） △32,264 △32,264 174,055 13,930,815
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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18年10月１日　至　平成19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18年９月30日　残高（千円） 3,500,000 15,551,943 214,787 △260 19,266,470

連結会計年度中の変動額

当期純利益又は純損失(△) － － △4,422,568 － △4,422,568

自己株式の取得 － － － △603,805 △603,805

新規連結に伴う利益剰余金の増加 － － 217,360 － 217,360

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）

－ － △4,205,208 △603,805 △4,809,013

平成19年９月30日　残高（千円） 3,500,000 15,551,943 △3,990,420 △604,065 14,457,456

評価・換算差額等

新株予約権  少数株主持分 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

連結会計年度中の変動額

当期純利益又は純損失(△) － － － － △4,422,568

自己株式の取得 － － － － △603,805

新規連結に伴う利益剰余金の増加 － － － － 217,360

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

57,657 57,657 △200,000 174,055 31,712

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

57,657 57,657 △200,000 174,055 △4,777,301

平成19年９月30日　残高（千円） △26,005 △26,005 － 174,055 14,605,506
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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18年10月１日
至　平成19年３月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年10月１日
至　平成20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18年10月１日
至　平成19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（△）

 294,540 △676,409 △4,573,742

減価償却費  80,595 217,498 286,579

減損損失  － 123,581 3,200,537

のれん償却額  58,059 － 116,119

貸倒引当金の増加・減少
（△）額

 1,751 233,716 1,127,284

賞与引当金の増加・減少
（△）額 

 △612 － △8,381

退職給付引当金の増加・減
少(△)額

 △50,825 △30,502 △88,400

受取利息及び受取配当金  △2,640 △3,371 △5,051

投資事業組合運用益  △169,355 － △336

有形固定資産売却益  － △475,048 －

投資不動産売却損  － 126,797 －

持分法による投資損失  － 478,467 28,170

その他損益  13,760 9,756 △26,475

売上債権の増加（△）・減
少額

 △329,038 △61,415 47,019

未成工事支出金の増加
（△）・減少額

 △313,120 164,396 △153,836

預け金の増加（△）・減少
額

 － 494,364 △543,226

未収入金の増加（△）・減
少額

 － △643,451 △738,682

その他たな卸資産の増加
（△）・減少額

 △346,616 11,679 △28,344

未収還付消費税等増加
（△）・減少額 

 83,576 28,874 53,894

営業出資金の増加（△）・
減少額 

 △1,730,000 60,000 △717,000

営業貸付金の増加
（△）・減少

 △2,747,000 257,773 △906,300

その他流動資産の増加
（△）・減少額 

 △204,298 100,983 △97,728

その他固定資産の増加
（△）・減少額 

 ※２ △1,800,620 △2,059,955 △1,800,000

仕入債務の増加・減少
（△）額

 238,944 △46,966 △8,504

未成工事受入金の増加・減
少（△）額

 58,604 △98,052 135,878

未払消費税等の増加・減少
（△）額 

 △10,460 55,303 △15,059

その他流動負債の増加・減
少（△）額

 △66,391 45,278 △37,094

その他固定負債の増加・減
少（△）額

 5,045 － －

その他  － △33,745 247,674

小計  △6,936,102 △1,720,447 △4,505,005
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前中間連結会計期間
(自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年10月１日
至　平成20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18年10月１日
至　平成19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  2,656 3,380 5,026

法人税等の支払額  △43,946 △27,239 △43,960

営業活動によるキャッシュ・
フロー

 △6,977,391 △1,744,306 △4,543,938

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・
フロー

    

有形固定資産の取得による
支出

 △98,076 △45,680 △1,551,696

有形固定資産の売却による
収入 

 12,666 2,076,706 42,860

投資不動産の売却による収
入

 － － 331,653

投資有価証券の取得による
支出

 △144,401 － △222,401

投資有価証券の売却による
収入

 － 102,877 200,796

関係会社株式の取得による
支出

 － － △846,380

貸付金の回収による収入  15,905 22,586 38,419

その他の投資支出  △1,716 △45,588 △7,106

投資活動によるキャッシュ・
フロー

 △215,622 2,110,901 △2,013,854

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

    

 　　 新株予約権の買取による
　支出

 － － △200,000

自己株式の取得による支出  △8,514 △３ △603,805

財務活動によるキャッシュ・
フロー

 △8,514 △３ △803,805

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加・
減少（△）額

 △7,201,528 366,591 △7,361,598

 　　新規連結による現金及び現
 金同等物の増加額

 － 2,819 781,767

　　 連結除外による現金及び現
 金同等物の減少額

 － △13,127 －

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残
高

 9,613,699 3,033,868 9,613,699

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期
末（期末）残高

※１ 2,412,170 3,390,152 3,033,868
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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18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

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）

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　　　11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㈱ 

　　東京平成ファンド投資事業有

　　限責任組合１号

　㈱姫路相生カントリークラブは、

中間連結財務諸表に及ぼす影響が

大きく、かつ、全体としても重要

性が増したため、当中間連結会計

期間より連結の範囲に含めており

ます。　

(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

 　（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、前中間連結会計期間にお

いて連結子会社でありました㈱ラ

ンデヴーについては、株式の売却

を行ったため平成20年３月31日を

もって連結の範囲から除いており

ますが、損益計算書は連結の対象

となっております。  　

(1)連結子会社の数　　　11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㈱ 

　　東京平成ファンド投資事業有

　　限責任組合１号

　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

「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

上の取り扱い（企業会計基準委員会

実務対応報告第20号平成18年９月８

日）」を適用し、連結の範囲に含め

ております。

(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

㈱姫路相生カントリークラブ

㈱姫路相生カントリークラブは

㈲Ａ．Ｃリゾートを商号変更し

たものであります。

(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

――――――――

 (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 １社

　主要な会社名　㈱東京衡機製造所

 ㈱東京衡機製造所は前連結会計年

度において株式を取得した事により

持分法の適用範囲に含めておりま

す。 

 (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）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。

 

 (3)持分法適用会社のうち、中間決

算日が中間連結決算日と異なる会

社については、各社の中間会計期

間に係る中間財務諸表を使用して

おります。

(1)持分法適用の関連会社数 １社

　主要な会社名　㈱東京衡機製造所

 ㈱東京衡機製造所は当連結会計年

度において株式を取得した事により

持分法の適用範囲に含めておりま

す。 

(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、㈱姫路相生カントリークラ

ブ）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。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

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）

３．連結子会社及び持分法適

用会社の(中間)決算日等

に関する事項

　すべての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。

(1)連結子会社

　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号投資事業組合の中間

決算日は２月29 日であり、中間連

結財務諸表の作成に当たって、こ

れらの会社については中間連結決

算日現在で実施した仮決算に基づ

く財務諸表を使用しております。

(2)持分法適用会社

　㈱東京衡機製造所の中間決算日

は８月31日であり、中間連結財務

諸表の作成に当たって、中間連結

決算日現在で実施した仮決算に基

づく中間財務諸表を使用しており

ます。　　

　連結子会社のうち、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

資事業組合の決算日は８月31日で

あります。連結財務諸表の作成に

当たって、これらの会社について

は連結決算日現在で実施した仮決

算に基づく財務諸表を使用してお

ります。尚、持分法適用会社は、

決算日が連結決算日と異なるため

持分法適用会社の事業年度にかか

る財務諸表を使用しております。

４．会計処理基準に関する事

項

(イ)重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

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

　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

売買目的有価証券

時価法（売却原価は移動平均

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

　　売買目的有価証券

　　　同左

  その他有価証券

時価のあるもの

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

　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。

建物及び構築物　　　６～50年

機械装置及び運搬具　３～10年

 　(ロ)投資不動産

 ─────

(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。

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　　　　３～20年

 　(ロ)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と

おりであります。

建物及び構築物　　　28～35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

　　同左

 　(ロ)投資不動産

　　　　　 同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

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）

 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。

(ハ)重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　　同左

(ハ)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

　　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

　　同左

 ④　受注工事損失引当金

 ─────

④　受注工事損失引当金

 ─────

④　受注工事損失引当金

受注工事の損失に備えるた

め、手持受注工事のうち当連

結会計年度以降損失が確実視

され、かつ、その金額を合理

的に見積もることが出来る工

事については、当連結会計年

度以降に発生が見込まれる損

失額を計上しております。

 (ニ)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。

(ニ)重要なリース取引の処理方法

　　同左

(ニ)重要なリース取引の処理方法

　　同左

 (ホ)その他中間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。

 (ホ)その他中間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

　消費税等の会計処理は税抜方式

によっており、控除対象外消費税

等は、当中間連結会計期間の営業

外費用として処理しております。

(ホ)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  のれんの消却方法及び消却

　　期間

 　　５年間の均等消却を行ってお

　　 ります。

 ③  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。

③  連結納税制度の適用

  連結納税制度を適用しており

ます。

③  連結納税制度の適用

  当連結会計年度より連結納税

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
前中間会計期間

（自　平成18年10月1日
至　平成19年3月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月1日
至　平成20年3月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月1日
至　平成19年9月30日）

重要な減価償却資産の

減価償却の方法

───── (追加情報〉

　法人税法の改正に伴い、平成19年

４月１日以降に取得した有形固定資

産について、前事業年度より、改正

後の法人税法に基づく減価償却の方

法に変更しております。

─────

表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

──────

 

(連結貸借対照表）

　「工具器具備品」は、前連結会計年度まで、固定資産の「その他」

に含めて表示しておりましたが、当中間連結会計期間において、資産

の総額の100分の５を超えたため区分掲記しました。なお、前中間連

結会計期間末の「工具器具備品」の金額は64,628千円でありま

す。         

 

(連結キャッシュ・フロー計算書）

１.営業活動によるキャッシュ・フローの「預け金の増加(△)・減少」

は前中間連結会計期間は「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、前中間連結会計期間の「その他流動資産の増加(△)・

減少」に含まれている「預け金の増加(△)・減少」は△121,826千円

であります。  

 ２.営業活動によるキャッシュ・フローの「未収入金の増加(△)・減

少」は前中間連結会計期間は「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、前中間連結会計期間の「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△

112,316千円であります。
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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19年３月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年３月31日）

前連結会計年度末
（平成19年９月30日）

※１．有形固定資産減価償却

　累計額

2,884,036千円        2,652,068千円        2,903,830千円

※２．投資不動産減価償却

　累計額

 ─────        15,900千円       2,422千円

※３．賃貸資産に見合う未経

　　　過リース契約

   

債権 117,219千円

 （うち一年を超えるも

のは、89,241千円）

       48,601千円

 （うち一年を超えるも

のは、34,530千円）

      206,479千円

 （うち一年を超えるも

のは、156,571千円）

　４．受取手形割引高 12,050千円  ─────  ─────

　５．受取手形裏書譲渡高 4,808千円  ─────  ─────

※６．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　   2,970千円

※７．投資不動産 　代物弁済契約に基づく営業出資

金からの振替額であります。

 ─────

　

 ─────

※８．休止固定資産  ───── 　有形固定資産には、次の休止固定

資産が含まれております。

 

　土地　　　　　24,800千円　

 ─────
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（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18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

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）

※１．販売費及び一般管理費

　の主な内訳

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　    　　  299,058千円

のれん償却額             －千円

減価償却             73,739千円

貸倒引当金繰入額         －千円

退職給付引当金繰入額  2,264千円

賞与引当金繰入額　　     －千円

給与手当　          648,689千円

租税公課          2,027,588千円

減価償却            106,406千円

貸倒引当金繰入額     10,748千円

退職給付引当金繰入額  8,785千円

賞与引当金繰入額　 　    －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。

(1)減損損失を認識した主な資産

用途 種類 場所

遊休資産 土地 

岐阜県多治見

市 

熊本県玉名市

他 

その他

投資不動産 東京都渋谷区  

電話加入権 大阪府枚方市 

販売用不動産
静岡県伊豆の

国市　

　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。

(1)減損損失を認識した主な資産

用途 種類 会社名

 遊休資産

土地 
㈱A.Cホール

ディングス 

建物 南野建設㈱ 

 その他

建物
南野建設㈱

㈱ランデヴー

構築物 南野建設㈱  

機械装置 南野建設㈱  

工具器具備品
南野建設㈱ 

㈱ランデヴー

投資不動産
㈱A.Cホール

ディングス 

のれん

㈱米山水源カン

トリークラブ 

㈱ランデヴー

のれん相当額
 ㈱東京衡機製

造所

  (2)減損損失の認識に至った経緯

 　地価の下落により、回復するこ

とが困難であると判断し減損損失を

認識しました。

(2)減損損失の認識に至った経緯

 同左

  (3)減損損失の金額(合計123,581千

円)

①㈱Ａ.Ｃホールディングス

土地　　　　 　7,581千円

投資不動産　　93,066千円

合計　　 　　100,647千円

②南野建設㈱

土地　　　　 　5,479千円

電話加入権　　 2,561千円

販売用不動産  14,892千円

合計　　 　 　22,933千円

 

(3)減損損失の金額(合計3,200,537

千円)

①㈱Ａ.Ｃホールディングス 

土地　　　 　 　 2,241千円

投資不動産 　1,082,000千円

合計　　 　  1,084,241千円

②南野建設㈱

建物(遊休資産)　　 925千円

建物(その他)　　　 280千円

構築物　　　　　 　143千円

機械装置　　　　 8,389千円

工具器具備品　　 2,359千円

合計　　 　　　 12,099千円

③㈱ランデヴー

建物　　　　　　64,688千円

工具器具 　　　 11,918千円

のれん　　　　 187,903千円

合計　　 　　　264,511千円

④㈱米山水源カントリークラブ

のれん　　　　 276,574千円

⑤㈱東京衡機製造所

　　 　　　　1,563,111千円
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

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）

  (4)資産のグルーピングの方法

　当社グループは減損会計の適用に

あたり、事業単位を基準とした管理

会計上の区分にしたがって資産のグ

ルーピングを行っております。   

(4)資産のグルーピングの方法

同左

  (5)回収可能価額の算定方法 

　当社グループの回収可能価額は正

味売却価額により測定しており、不

動産鑑定士による鑑定評価額を基に

評価しております。 

(5)回収可能価額の算定方法 

同左

※３．固定資産売却益の内訳 ───── 　固定資産売却益の内容は次のとお

りであります。

土地　　　　　　　189,484千円

建物　　　　　　　265,689千円

機械装置　　　　 　13,323千円

工具器具備品　　　　6,551千円

合計　　 　　　　 475,048千円

　固定資産売却益の内容は次のとお

りであります。

機械装置及び運搬具　6,804千円

建物及び構築物　　　　 58千円

土地　　　　　　 　18,528千円

合計　　 　　　　  25,390千円
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（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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当中間連結会計期間（自平成19年10月１日　至平成20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 20,004,816 300 － 20,005,116

合計 20,004,816 300 － 20,005,116

 （注） １．変動事由の概要

　　　　　　　増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

　　　　　　　自己株式の取得による増加　　　　　　　 －株

　　　　　　　単元未満株式の買取による増加　　　    300株

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　  該当事項はありません。 

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。

㈱Ａ.Ｃホールディングス(1783) 平成 20 年９月期中間決算短信

－ 28 －



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）

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）① 424,428,513 － － 424,428,513

合計 424,428,513 － － 424,428,513

自己株式

普通株式（注）② 3,576 20,001,240 － 20,004,816

合計 3,576 20,001,240 － 20,004,816

  （注）自己株式の数の増加は、平成18年12月20日開催の定時株主総会決議の基づく市場買付による増加20,000,000株

 　　　 及び単元未満株式の買取りによる増加1,240株であります。　　　

 

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 － －

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 － －

 　（注）平成18年新株予約権の当連結会計年度減少は、当社が割当先から取得し、消却したためであります。 　

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18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

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）

※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19年３月31日現在） （平成20年３月31日現在） （平成19年９月30日現在）

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 3,390,152千円

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  3,390,152千円

 

現金預金勘定 3,033,868千円

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 3,033,868千円

 

※２ 代物弁済により取得した投資不動産

　　1,800,000千円が含まれております。

──────

──────

──────

 ３株式の売却により連結除外となった会社

の資産及び負債の主な内訳 

　株式の売却により株式会社ランデヴーを連

結除外したことに伴う連結除外時の資産及び

負債の内訳並びに売却額は次のとおりであり

ます。

㈱ランデヴー　　　　　　　（単位：千円） 

項目 金額

流動資産 350,285

固定資産 173

流動負債 381,932

売却価格 40,000

現金及び現金同等物 13,127

 ４株式の取得により株式会社姫路相生カント

リークラブを連結したことに伴う連結開始時

の資産及び負債並びに同社株式等の取得価額

は次のとおりであります。

㈱姫路相生カントリークラブ（単位：千円） 

項目 金額

流動資産 2,820

流動負債 64

取得価額 3,000

現金及び現金同等物 2,819

──────

──────

──────
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

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）

　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

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)

中間期
末残高
相当額
(千円)

機械装置及び
運搬具

17,772 9,006 8,766

その他 16,758 12,009 4,748

合計 34,530 21,016 13,514

 

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

108,077 77,163 30,914

その他 32,339 28,027 4,311

合計 140,416 105,190 35,226

 (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。

同左  (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 32,240千円

１年超 19,935千円

合計 52,176千円

１年内      6,618千円

１年超       6,896千円

合計       13,514千円

１年内       21,357千円

１年超       13,868千円

合計       35,226千円

 (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。   

同左  (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 (3）支払リース料及び減価償却費相当額

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       6,028千円

減価償却費相当額       6,028千円

支払リース料       33,216千円

減価償却費相当額       33,216千円

(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。

 （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。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

 （減損損失について）

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

 （減損損失について）

同左
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前中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

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）

 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 

157,637 37,880 119,757

工具器具備品 20,403 6,697 13,705

その他 7,007 1,189 5,818

合計 185,048 45,766 139,281

 

 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 

157,637 22,885 134,751

工具器具備品 19,503 4,851 14,651

その他 4,500 742 3,757

合計 181,641 28,480 153,160

 

(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）未経過リース料中間期末残高相当額

 １年内 50,852千円 

 １年超 135,214千円 

合計 186,067千円 

同左

(2）未経過リース料期末残高相当額

 １年内 47,531千円 

 １年超 149,115千円 

合計 196,647千円 

 (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 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 23,939千円 

 減価償却費 17,286千円 

(3)受取リース料及び減価償却費

 受取リース料 30,585千円 

 減価償却費 21,373千円 

 （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）

同左

 （減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

前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

当中間連結会計期間末（平成20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 100,071 66,128 △33,943

その他 109,680 85,586 △24,094

合計 209,752 151,714 △58,037

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）

非上場株式 5,123

投資事業有限責任組合 －
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前連結会計年度末（平成19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 173,911 164,333 △9,578

その他 109,680 93,253 △16,427

合計 283,592 257,587 △26,005

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 5,123

投資事業有限責任組合等 －

（デリバティブ取引関係）

　前中間連結会計期間（自平成18年10月１日　至平成19年3月31日）、当中間連結会計期間（自平成19年10月１日

　至平成20年3月31日）、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）

  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18年10月１日　至平成19年3月31日）、当中間連結会計期間（自平成19年10月1日

　至平成20年３月31日）、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）

  該当事項はありません。
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　（企業結合関連）

当中間連結会計期間（自平成19年10月１日　至平成20年３月31日）

事業譲渡 

 １．譲渡先企業の名称、譲渡した事業の内容、事業譲渡を行った理由、事業譲渡日及び法的形式を含む事業譲渡の概要

(１)譲渡先の名称

沖　隆治

(２)譲渡した事業の内容

当社の飲食事業

(３)事業譲渡を行った主な理由

　ランデヴー社代表取締役沖氏より当社に対し、新たな店舗展開をはかる目的でランデヴー社の全株式を譲り受け

たいとの申し入れがありました。当社としてはランデヴー社から得たノウハウが ゴルフ・リゾート事業に十分引

継がれたものと判断しました。同社グループ保有のランデヴー社株式の譲渡に関して、沖氏と協議し合意に至りま

したので、平成20年３月26日開催の当社取締役会において、当該事業を譲渡することについて決議承認いたしまし

た。 なお、ランデヴー社株式売却によりランデヴー社を平成20年9月期第2四半期をもって  連結対象子会社から

除外することといたしました。

(４)事業譲渡日　　

平成20年３月31日

(５)法的形式を含む事業譲渡の概要

全株式の売却による事業譲渡

２．実施した会計処理の概要

(１)移転損益の金額

     39,999千円 

(２)移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳　　　

 流動資産 　 27,149　千円 

 固定資産   40,173　千円

 資産合計   67,322　千円

 流動負債  381,932　千円

 負債合計  381,932　千円

(３)半期連結累計期間に係る半期連結計算書に計上されている譲渡した事業に係る損益の概算額

 　　　営業利益　　　　　　　　　　　　　　　　△14,368　千円
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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 主要製品

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を行っています。

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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当中間連結会計期間（自平成19年10月１日　至平成20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）

ＩＴ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
690,346 47,483 － 1,098,229 － 465,000 2,301,059 － 2,301,059

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

－ 15,699 － － － － 15,699 △15,699 －

計 690,346 63,182 － 1,098,229 － 465,000 2,316,759 △15,699 2,301,059

 営業費用 1,003,021 41,728 13,236 1,125,247 △18,902 166,788 2,368,925 △15,985 2,352,939

 営業利益又は営業

損失(△)
△312,674 21,453 △13,236 △27,017 △18,902 298,211 △52,165 285 △51,879

　（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 主要製品

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。 

ＩＴ事業 サーバの賃貸事業を行っております。 

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を行っています。

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。
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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）

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）

ＩＴ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
1,586,852 172,417 358,044 1,849,152 462,792 412,500 4,841,759 － －

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高

142 52,149 － 232,694 － － 284,987 △284,987 －

計 1,586,995 224,567 358,044 2,081,847 462,792 412,500 5,126,746 △284,987 4,841,759

 営業費用 1,820,846 137,426 518,125 2,165,532 393,952 134,618 5,170,502 △268,318 4,902,183

 営業利益又は営業

損失(△)
△233,851 87,140 △160,081 △83,684 68,839 277,881 △43,755 △16,669 △60,624

　（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 主要製品

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。 

ＩＴ事業 広域分散型のインターネットデータストレージ事業であります。

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を行っています。

３．「リアルエステート事業」及び「ＩＴ事業」は、当連結会計年度より当社グループが不動産事業と広域分散

型のインターネットデータストレージ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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ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間（自平成18年10月１日　至平成19年３月31日）、当中間連結会計期間（自平成19年10月１日　至平

成20年３月31日及び前連結会計年度（自平成18年10月１日　至平成19年９月30日）

　全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、いずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載

を省略しております。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間（自平成18年10月１日　至平成19年３月31日)、当中間連結会計期間（自平成19年10月１日　至平成

20年３月31日)及び前連結会計年度（自平成18年10月１日　至平成19年９月30日） 

　海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。
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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18年10月１日
至 平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
(自 平成19年10月１日
至 平成20年３月31日）

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）

１株当たり純資産額 45円69銭 34円 2銭   35円68銭

１株当たり中間（当期）純損益 0円63銭  △1円73銭  △10円55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、

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。

　潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

同左

　（注）１株当たり中間（当期）純損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18年10月１日
至　平成19年３月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日)

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)

１株当たり中間（当期）純損益金額    

中間（当期）純損益（千円） 266,077 △699,657 △4,422,568

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）純損益（千円） 266,077 △699,657 △4,422,568

期中平均株式数（株） 424,389,051 404,423,654 △4,422,568

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）  　　　　　　　　－  －  －

 　 （うち新株予約権）  　　　　　　　 (－)   (－)          (－) 

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）

前中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

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、６月８日(第１

回の取得期間最終日）までで9,750千株、

308,965千円を取得しております。

　(連結子会社の合併）

　当社連結子会社である株式会社A.Cインター

ナショナルは、平成20年４月24日開催の取締役

会において、当社の連結子会社である株式会社

シェイクスピアカントリークラブ、株式会社広

島紅葉カントリークラブならびに株式会社米山

水源カントリークラブを平成20年７月１日を

以って吸収合併することを決議いたしました。

(1)合併の目的

　株式会社A.Cインターナショナルへの吸収合

併は、重複する間接業務の効率化による経費削

減を図るためであり、当該連結子会社３社の業

務を集約することにより、経営資源の集中化、

ゴルフ場の運営、管理体制の更なる強化を目指

します。　

(2)合併の形式

　株式会社A.Cインターナショナルを存続会社

とする吸収合併方式で、株式会社シェイクスピ

アカントリークラブ、株式会社広島紅葉カント

リークラブならびに株式会社米山水源カント

リークラブは解散いたします。

(3)合併比率等

　株式会社A.Cインターナショナルは株式会社

シェイクスピアカントリークラブ、株式会社広

島紅葉カントリークラブならびに株式会社米山

水源カントリークラブの全株式を所有しており

ますので、本合併による株式会社A.Cインター

ナショナルの新株式の発行および資本金の増加

はありません。

　(4)合併当事会社の概要　

(1)商号
㈱A.Cインターナ

ショナル　

㈱広島紅葉カント

リークラブ

(2)主な事業内容　

レジャー施設の

　企画、建設経営

　

ゴルフ場経営　

(3)設立年月日　 平成18年1月20日 平成18年2月14日

(4)本店所在地　 　東京都港区　  広島県廿日市市　

(5)代表者の役職・氏

名　

代表取締役　

国分　秀徳　

代表取締役

滝　安史　

(6)資本金の額　 30百万円　 9百万円　

(7)発行済株式総数　 600株 180株　

(8)純資産　 △410百万円　 △34百万円　

(9)総資産　 747百万円　 101百万円　

(10)事業年度の末日

　
　9月30日　 　9月30日　

(11)従業員数 10　 75　

(1)平成19年９月28日の取締役会において、福

岡大橋ビルを株式会社アイケンに譲渡するこ

とを決議しておりましたが、譲渡先である株

式会社アイケンより契約解除の申し出があり

ましたので、平成19年10月30日の取締役会に

おいて譲渡中止の決議をいたしました。

 (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。

　① 当該事項の発生年月日

　　　平成19年10月30日　取締役会決議

　　　平成19年10月30日　契約締結

　　　平成19年10月30日　物件引渡

　② 売却物件の内容

　　　(イ)名称　　　　福岡大橋ビル

　　　(ロ)所在地　　　福岡市南区大橋1-7-15

　　　(ハ)敷地面積　　 1,465.14㎡

 　 　(ニ)建物延床面積 5,327.27㎡

　　　(ホ)現況　　　　賃貸ビル

　　　(ヘ)帳簿価格　　 1,601百万円

　　　(ト)譲渡価格　　 2,230百万円

　③ 売却先の概要

　　　(イ)名称　　　株式会社アルデプロ

　　　(ロ)所在地　　東京都新宿区新宿3-1-24

　　　(ハ)代表者　　代表取締役　秋元 竜弥

　　　(ニ)事業の内容　　不動産業

　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。

 （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。

  (第１回新株予約権の買入消却）

  当社は、平成19年５月31日開催の取締役会に

おいて第１回新株予約権を取得および消却をす

ることを決議し、平成19年６月１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。

 

(1)商号

㈱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

(2)主な事業内容　 ゴルフ場経営　 ゴルフ場経営　

(3)設立年月日　 平成18年2月28日 平成11年12月21日

(4)本店所在地　 　北海道石狩市　 　新潟県上越市　

(5)代表者の役職・氏

名　

代表取締役　

浅井　教司　

代表取締役

　久次　孝幸　

(6)資本金の額　 9百万円　 20百万円　

(7)発行済株式総数　 180株 400株　

(8)純資産　 23百万円　 △22百万円　

(9)総資産　 100百万円　 785百万円　

(10)事業年度の末日

　
　9月30日　 　9月30日　

(11)従業員数 7 43　

 

㈱Ａ.Ｃホールディングス(1783) 平成 20 年９月期中間決算短信

－ 41 －



前中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

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）

　(株式併合）

　平成20年５月22日開催の当社臨時株主総会

において、株式併合に関する議案が承認され、

同日開催の当社取締役会において、株主併合

の実施を決議いたしました。

(1)趣旨および目的

　発行済株式総数の適正化を図り、単元株式

数の引き下げを行うことで、株主・投資家へ

の配当性を高めるためのものであります。

(2)併合の方法

　効力発生日現在における当社の発行済株式

について、10株を１株に併合いたします。た

だし株式併合の結果、１株に満たない端数が

生じた場合には一括して売却処分し、端数が

生じた株主に対して、その売却代金を端数の

割合に応じて分配いたします。

(3)株式併合の効力発生日

　平成20年７月１日

 

当該株式併合が前期首に行われたと仮定した

場合の前中間連結会計期間及び前連結事業年

度における１株当たり情報並びに当期首に行

われたと仮定した場合の当中間連結会計期間

における１株当たり情報は、それぞれ以下の

とおりとなります。

前中間連結会計期

間

当中間連結会計期

間
前連結事業年度

　１株当たり純資

産額(円)

　１株当たり純資

産額(円)

　１株当たり純資

産額(円)

456.89 340.16 356.84

　１株当たり中間

純利益又は損失

(△)

　１株当たり中間

純利益又は損失

(△)

　１株当たり当期

純利益又は損失

(△)

6.27 △17.30 △105.48

　潜在株式調整後

１株当たり中間純

利益又は損失(△)

　潜在株式調整後

１株当たり中間純

利益又は損失(△)

　潜在株式調整後

１株当たり当期純

利益又は損失(△)

― ― ―
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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19年３月31日）

当中間会計期間末
（平成20年３月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19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  1,538,094   1,888,547   1,198,895   

２．営業未収入金  181,210   247,962   180,132   

３．営業出資金  2,070,000   997,000   1,057,000   

４．短期貸付金  5,269,004   3,428,004   3,308,004   

５．未収入金  －   903,970   862,006   

６．預け金  －   55,636   550,000   

７．その他  330,208   7,524   50,103   

　　貸倒引当金  －   △2,064,145   △1,715,244   

流動資産合計   9,388,517 47.2  5,464,499 34.5  5,490,898 33.8

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産 ※１          

１．建物  1,362,448   480,282   1,459,152   

２．工具器具備品  －   887,330   1,062,616   

３．土地 ※４ 2,281,192   1,699,665   2,279,051   

４．その他  203,296   32,596   46,275   

有形固定資産合計  3,846,938   3,099,874   4,847,096   

(2）無形固定資産           

１．ソフトウェア  2,669   2,076   2,372   

２．電話加入権  240   240   240   

 　 無形固定資産合計  2,909   2,316   2,612   

(3）投資その他の資産           

１．投資有価証券  3,653,818   151,764   257,637   

２．関係会社株式  1,160,000   1,652,500   1,976,380   

３．その他関係会社
有価証券 

 －   3,217,660   3,217,660   

４．投資不動産 ※２ 1,800,000   2,221,054   395,577   

５．その他  72,486   20,319   59,597   

　　貸倒引当金  △29,618   △6,368   △25,508   

投資その他の資産
合計

 6,656,687   7,256,930   5,881,344   

固定資産合計   10,506,535 52.8  10,359,121 65.5  10,731,053 66.2

資産合計   19,895,052 100.0  15,823,621 100.0  16,221,951 100.0
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前中間会計期間末
（平成19年３月31日）

当中間会計期間末
（平成20年３月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19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．未払金  －   186,420   76,312   

２．未払法人税等  21,891   31,739   43,383   

３．その他  116,261   56,358   34,363   

流動負債合計   138,153 0.6  274,518 1.7  154,060 0.9

Ⅱ　固定負債           

１．預り保証金  10,420   24,614   10,958   

固定負債合計   10,420 0.1  24,614 0.2  10,958 0.1

負債合計   148,573 0.7  299,133 1.9  165,018 1.0

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   3,500,000 17.5  3,500,000 22.1  3,500,000 21.6

２．資本剰余金           

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

(2）その他資本剰余
金

 7,156,675   7,156,675   7,156,675   

資本剰余金合計   15,551,943 78.2  15,551,943 98.3  15,551,943 95.9

３．利益剰余金           

(1）その他利益剰余
金

          

 　 繰越利益剰余金  647,025   △2,891,122   △2,364,938   

利益剰余金合計   647,025 3.3  △2,891,122 △18.3  △2,364,938 △14.6

４．自己株式   △8,774 △0.0  △604,068 △3.8  △604,065 △3.7

株主資本合計   19,690,194 99.0  15,556,752 98.3  16,082,939 99.2

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  △32,264 △0.2  △26,005 △0.2

評価・換算差額等合
計

  △143,714 △0.7  △32,264 △0.2  △26,005 △0.2

Ⅲ　新株予約権   200,000 1.0  － －  － －

純資産合計   19,746,479 99.3  15,524,487 98.1  16,056,933 99.0

負債純資産合計   19,895,052 100.0  15,823,621 100.0  16,221,951 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年10月１日
至　平成19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   392,203 100.0  534,542 100.0  918,179 100.0

Ⅱ　売上原価   41,658 10.6  239,973 44.9  274,630 29.9

売上総利益   350,544 89.4  294,569 55.1  643,549 70.1

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  245,153 62.5  219,155 41.0  609,756 66.4

営業利益又は営業
損失（△）

  105,391 26.9  75,414 14.1  33,792 3.7

Ⅳ　営業外収益 ※１  204,713 52.2  18,917 3.5  316,985 34.5

Ⅴ　営業外費用   1,246 0.3  36,158 6.8  20,089 2.2

経常利益又は経常
損失（△）

  308,858 78.7  58,173 10.9  330,688 36.0

Ⅵ　特別利益  ※２  518 0.1  472,181 88.3  39,255 4.3

Ⅶ　特別損失  ※３  17,100 4.3  990,568 185.3  3,090,481 336.6

税引前中間(当期)
純利益又は純損失
（△）

  292,276 74.5  △460,214 △86.1  △2,720,537 △296.3

法人税、住民税及
び事業税

 20,657   65,969   9,804   

法人税等調整額  6,756 27,413 7.0 ― 65,969 12.3 16,759 26,563 2.9

中間(当期)純利益
又は純損失（△）

  264,862 67.5  △526,183 △98.4  △2,747,101 △299.2
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（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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当中間会計期間（自平成19年10月１日　至平成20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19年９月30日　残高
（千円）

3,500,000 8,395,267 7,156,675 15,551,943 △2,364,938 △2,364,938 △604,065 16,082,939

中間会計期間中の変動額

中間純利益 － － － － △526,183 △526,183 － △526,183

自己株式の取得 － － － － － － △3 △3

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）

－ － － － △526,183 △526,183 △3 △526,186

平成20年３月31日　残高
（千円）

3,500,000 8,395,267 7,156,675 15,551,943 △2,891,122 △2,891,122 △604,068 15,556,752

評価・換算差額等

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19年９月30日　残高
（千円）

△26,005 △26,005 16,056,933

中間会計期間中の変動額

中間純利益 － － △526,183

自己株式の取得 － － △3

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額）

△6,258 △6,258 △6,258

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△6,258 △6,258 △532,445

平成20年３月31日　残高
（千円）

△32,264 △32,264 15,524,487

㈱Ａ.Ｃホールディングス(1783) 平成 20 年９月期中間決算短信

－ 47 －



前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年10月１日　至　平成19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

事業年度中の変動額

当期純利益又は純損失(△)     △2,747,101 △2,747,101  △2,747,101

自己株式の取得       △603,805 △603,805

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）

    △2,747,101 △2,747,101 △603,805 △3,350,906

平成19年９月30日　残高
（千円）

3,500,000 8,395,267 7,156,675 15,551,943 △2,364,938 △2,364,938 △604,065 16,082,939

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

事業年度中の変動額

当期純利益又は純損失(△)    △2,747,101

自己株式の取得    △603,805

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

57,657 57,657 △200,000 △142,342

事業年度中の変動額合計
（千円）

57,657 57,657 △200,000 △3,493,249

平成19年９月30日　残高
（千円）

△26,005 △26,005 － 16,056,933
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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18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

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

有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

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

　 　 同左

その他有価証券

時価のあるもの

　 　 同左

 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．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　　　　　15～28年

 　　工具器具備品　４～20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。

     建物　　　　　15～28年

　　 機械及び装置　２～４年 

 　　車両及び運搬具　　２年

 　　工具器具備品　２～20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。

     建物　　　　　３～28年

　　 機械及び装置　２～４年 

 　　車両及び運搬具　　２年

 　　工具器具備品　２～20年

  

………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

(2）無形固定資産

同左

 ───── (3）投資不動産

投資不動産………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　　　　　28～35年

 

(3）投資不動産

同左

３．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

４．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

(1) 消費税等

　 税抜方式によっております。

(1) 消費税等

　消費税等の会計処理は税抜方式

によっており、控除対象外消費税

等は、当中間連結会計期間の営業

外費用として処理しております。

(1) 消費税等

　 税抜方式によっております。

 (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。

(2) 連結納税制度の適用

　　 連結納税制度を適用しており

　 ます。

(2) 連結納税制度の適用

　　 当連結会計年度より連結納税

　 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18年10月1日
至　平成19年3月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月1日
至　平成20年3月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月1日
至　平成19年9月30日）

重要な減価償却資産の

減価償却の方法

───── (追加情報〉

　法人税法の改正に伴い、平成19年

４月１日以降に取得した有形固定資

産について、前事業年度より、改正

後の法人税法に基づく減価償却の方

法に変更しております。

　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。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。

表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

(中間貸借対照表) (中間貸借対照表)

１.「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。

１．「未収入金」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「未収入金」の 金額は216,838千円であ

ります。  

２.「営業未収入金」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

の総額に対する重要性が増したため区分掲記いたしました。

　なお前中間会計期間末の「営業未収入金」の金額は13,000千円で

あります。

２．「預け金」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

に対する重要性が増したため区分掲記いたしました。なお前中間会

計期間末の「預け金」の金額は 95,763千円であります。 

　────────── ３.「工具器具備品」は前中間会計期間末まで有形固定資産の「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「工具器具備品」の金額は 2,733千円で

あります。  

　────────── ４.「未払金」は前中間会計期間末まで流動負債の「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、負債の総額

に対する重要性が増したため区分掲記いたしました。なお前中間会

計期間末の「未払金」の金額は54,128千円であります。  
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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19年３月31日）
当中間会計期間末

（平成20年３月31日）
前事業年度末

（平成19年９月30日）

※１．有形固定資産減価償却

累計額

42,700千円 275,332千円 184,236千円

※２．投資不動産 　代物弁済契約に基づく営業出資金

からの振替額であります。

───── ─────

　３．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 

※４．休止固定資産 ───── 　有形固定資産には、次の休止固定

資産が含まれております。

 

　土地　　　　　24,800千円　

─────
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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18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

※１．営業外収益のうち主要

なもの

   

投資事業組合運用益 169,355千円 －千円 －千円

※２．特別利益のうち主要な

もの

   

貸倒引当金戻入益 518千円  －千円      －千円

投資有価証券売却益 －千円 29,037千円    －千円

固定資産売却益 －千円  442,909千円

　固定資産売却益の内訳は次のと

おりであります。

　土地及び建物　442,909千円

 －千円

※３．特別損失のうち主要な

もの

   

投資不動産売却損 －千円 126,797千円    －千円

関係会社株式評価損  －千円 293,880千円  －千円

貸倒引当金繰入額 －千円 403,401千円  －千円

減損損失 －千円 100,647千円        －千円

　４．　減価償却実施額    

有形固定資産 30,824千円 138,222千円       172,627千円

無形固定資産 296千円 296千円    593千円

投資不動産 －千円 14,614千円    2,422千円

　５．減損損失     ───── 　当中間連結会計期間において、

当社は次の資産について減損損失

を計上いたしました。

 (1)減損損失を認識した資産

用途 種類 場所

遊休資産 土地 

岐阜県多治見市 

熊本県玉名市他 

その他 投資不動産 東京都渋谷区  

(2)減損損失の認識に至った経緯

　地価の下落により、回復するこ

とが、困難であると判断し減損損

失を認識しました。

(3)減損損失の金額(合計100,647千

円)

土地 　 7,581千円

投資不動産 　 93,066千円 

合計  100,647千円

(4)回収可能額の算定方法

　当社グループの回収可能価額は

正味売却価額により測定しており、

不動産鑑定士による鑑定評価額を

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。

(1)減損損失を認識した資産

用途 種類

遊休資産  土地

その他  投資不動産

(2)減損損失の認識に至った経緯

　当初予定していた収益が見込め

な　くなったことにより減損損失

を認　識しております。

(3)減損損失の金額(合計1,084,241

千円)

土地 　 2,241千円

投資不動産 1,082,000千円 

合計 1,084,241千円

(4)回収可能額の算定方法

　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）

前中間会計期間（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

当中間会計期間（自平成19年10月１日　至平成20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 20,004,816 300  － 20,005,116

合計 20,004,816 300  － 20,005,116

　（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　　　　　　 －株

 　　　　　 単元未満株式の買取による増加　　　　300株

前事業年度（自平成18年10月１日　至平成19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 3,576 20,001,240 － 20,004,816

合計 3,576 20,001,240 － 20,004,816

　（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　　 20,000,000株

    単元未満株式の買取による増加　　　1,240株　　
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（リース取引関係）

　前中間会計期間（自平成18年10月１日　至平成19年3月31日）、当中間連結会計期間（自平成19年10月１日　至

平成20年3月31日）、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）

  該当事項はありません。　　　　　　　　　　　　

（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成19年３月31日現在）

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。

当中間会計期間末（平成20年３月31日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

 
中間貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

子会社株式 －  －  －

関連会社株式 552,500 552,500  －

合計  552,500 552,500  －

（注） 関係会社株式で時価のあるものにおいて、簿価に対して時価の下落率が著しい銘柄については、回収可能性を判

断したうえで、減損処理を行っております。

　 減損処理額　293,880千円

前事業年度末（平成19年９月30日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

 
中間貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

子会社株式 －  －  －

関連会社株式 846,380 669,500 △176,880

合計 846,380 669,500 △176,880
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（１株当たり情報）

項目
前中間会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

１株当たり純資産額 46円08銭 38円39銭 39円70銭

１株当たり中間（当期）純

損益
0円62銭  △1円30銭  △6円55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、

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。

　潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

同左

　（注）１株当たり中間（当期）純損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18年10月１日
至　平成19年３月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日)

前事業年度
(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

１株当たり中間（当期）純損益金額    

中間（当期）純損益（千円） 266,077 △526,183 △2,747,101

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）純損益

（千円）
266,077 △526,183 △2,747,101

期中平均株式数（株） 424,389,051 404,423,654 419,278,503

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）  　　　　　　　　－  　　　　　　　　－  　　　　　　　　－

 　 （うち新株予約権）  　　　　　　　 (－) 　 (－) 　 (－)

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18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

 （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、６月８日(第

１回の取得期間最終日）までで9,750千株、

308,965千円を取得しております。

　(連結子会社の合併）

　当社連結子会社である株式会社A.Cインター

ナショナルは、平成20年４月24日開催の取締役

会において、当社の連結子会社である株式会社

シェイクスピアカントリークラブ、株式会社広

島紅葉カントリークラブならびに株式会社米山

水源カントリークラブを平成20年７月１日を

以って吸収合併することを決議いたしました。

(1)合併の目的

　株式会社A.Cインターナショナルへの吸収合

併は、重複する間接業務の効率化による経費削

減を図るためであり、当該連結子会社３社の業

務を集約することにより、経営資源の集中化、

ゴルフ場の運営、管理体制の更なる強化を目指

します。　

(2)合併の形式

　株式会社A.Cインターナショナルを存続会社

とする吸収合併方式で、株式会社シェイクスピ

アカントリークラブ、株式会社広島紅葉カント

リークラブならびに株式会社米山水源カント

リークラブは解散いたします。

(3)合併比率等

　株式会社A.Cインターナショナルは株式会社

シェイクスピアカントリークラブ、株式会社広

島紅葉カントリークラブならびに株式会社米山

水源カントリークラブの全株式を所有しており

ますので、本合併による株式会社A.Cインター

ナショナルの新株式の発行および資本金の増加

はありません。

　(4)合併当事会社の概要　

(1)商号
㈱A.Cインターナ

ショナル　

㈱広島紅葉カント

リークラブ

(2)主な事業内容　

レジャー施設の

　企画、建設経営

　

ゴルフ場経営　

(3)設立年月日　 平成18年1月20日 平成18年2月14日

(4)本店所在地　 　東京都港区　  広島県廿日市市　

(5)代表者の役職・氏

名　

代表取締役　

国分　秀徳　

代表取締役

滝　安史　

(6)資本金の額　 30百万円　 9百万円　

(7)発行済株式総数　 600株 180株　

(8)純資産　 △410百万円　 △34百万円　

(9)総資産　 747百万円　 101百万円　

(10)事業年度の末日

　
　9月30日　 　9月30日　

(11)従業員数 10　 75　

(1)平成19年９月28日の取締役会において、福

岡大橋ビルを株式会社アイケンに譲渡するこ

とを決議しておりましたが、譲渡先である株

式会社アイケンより契約解除の申し出があり

ましたので、平成19年10月30日の取締役会に

おいて譲渡中止の決議をいたしました。

(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。

　① 当該事項の発生年月日

　　　平成19年10月30日　取締役会決議

　　　平成19年10月30日　契約締結

　　　平成19年10月30日　物件引渡

　② 売却物件の内容

　　　(イ)名称　　　福岡大橋ビル

　　　(ロ)所在地　　福岡市南区大橋1-7-15

　　　(ハ)敷地面積　　 1,465.14㎡

 　 　(ニ)建物延床面積 5,327.27㎡

　　　(ホ)現況　　　　賃貸ビル

　　　(ヘ)帳簿価格　　 1,601百万円

　　　(ト)譲渡価格　　 2,230百万円

　③ 売却先の概要

　　　(イ)名称　　株式会社アルデプロ

　　　(ロ)所在地　東京都新宿区新宿3-1-24

　　　(ハ)代表者　代表取締役　秋元 竜弥

　　　(ニ)事業の内容　　不動産業

　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。

 （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。

 （第１回新株予約権の買入消却）

　当社は、平成19年５月31日開催の取締役会

において第１回新株予約権を取得および消却

をすることを決議し、平成19年６月１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。

 

(1)商号

㈱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

(2)主な事業内容　 ゴルフ場経営　 ゴルフ場経営　

(3)設立年月日　 平成18年2月28日 平成11年12月21日

(4)本店所在地　 　北海道石狩市　 　新潟県上越市　

(5)代表者の役職・氏

名　

代表取締役　

浅井　教司　

代表取締役

　久次　孝幸　

(6)資本金の額　 9百万円　 20百万円　

(7)発行済株式総数　 180株 400株　

(8)純資産　 23百万円　 △22百万円　

(9)総資産　 100百万円　 785百万円　

(10)事業年度の末日

　
　9月30日　 　9月30日　

(11)従業員数 7　 43　
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前中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

　(株式併合）

　平成20年５月22日開催の当社臨時株主総会

において、株式併合に関する議案が承認され、

同日開催の当社取締役会において、株主併合

の実施を決議いたしました。

(1)趣旨および目的

　発行済株式総数の適正化を図り、単元株式

数の引き下げを行うことで、株主・投資家へ

の配当性を高めるためのものであります。

(2)併合の方法

　効力発生日現在における当社の発行済株式

について、10株を１株に併合いたします。た

だし株式併合の結果、１株に満たない端数が

生じた場合には一括して売却処分し、端数が

生じた株主に対して、その売却代金を端数の

割合に応じて分配いたします。

(3)株式併合の効力発生日

　平成20年７月１日

 

当該株式併合が前期首に行われたと仮定した

場合の前中間会計期間及び前事業年度におけ

る１株当たり情報並びに当期首に行われたと

仮定した場合の当中間会計期間における１株

当たり情報は、それぞれ以下のとおりとなり

ます。

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

　１株当たり純資

産額(円)

　１株当たり純資

産額(円)

　１株当たり純資

産額(円)

460.81 383.87 397.03

　１株当たり中間

純利益又は損失

(△)

　１株当たり中間

純利益又は損失

(△)

　１株当たり当期

純利益又は損失

(△)

6.24 △13.01 △65.52

　潜在株式調整後

１株当たり中間純

利益又は損失(△)

　潜在株式調整後

１株当たり中間純

利益又は損失(△)

　潜在株式調整後

１株当たり当期純

利益又は損失(△)

― ― ―
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