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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　　　　小林 壮貴

（JASDAQ コード 1783）

問合せ先　　取締役情報管理責任者　竹澤　清

（TEL　03-5473-7722）

Ⅰ.　修正及び訂正の理由

　　①　連結財務諸表の基本となる重要な事項の一部表示個箇所等の変更及び連結キャッシュ・フローの

　　　 　表示の一部を監査法人より指摘を受けたため修正いたします。

　　　 　また、連結財務諸表の基本となる重要な事項の（連結の範囲から除いた理由）から（連結の範囲に関する

　　　 　事項）に表示箇所の変更及び、（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法の（追加情報）を①有形固定

　　　 　資産の（追加情報）として、表示箇所の変更をしております。（5.個別財務諸表重要な会計方針について

　　　 　も同様であります。）

　　　 　更に、（重要な後発事象）として、債権譲渡契約に関する事項を追加、及び、監査法人より必要でないと

　　　　 指摘された注記等は削除いたしました。

　　②　決算短信発表後、有価証券報告書作成の過程のなかで、表示等について精査を行った結果、数値及び

　　　 　文言の記載に誤りがあったため訂正いたします。

Ⅱ.　修正及び訂正内容

　　　 　修正及び訂正箇所には、＿を付して表示しております。

１.　訂正箇所　「平成20年9月期　決算短信」　3ページ
　　 ※表示等について精査を行った結果であります。

　　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）

　　『ＩＴ事業』は、平成19年４月より開始した広域負荷分散型のインターネットデータストレージ事業です。

　・・・・・・売上高９億（前年同期比118.1％増）、営業利益5億52百万円（前年同期比98.7％増）となりました。

　　（訂正後）

　　『ＩＴ事業』は、平成19年４月より開始した広域負荷分散型のインターネットデータストレージ事業です。

　・・・・・・売上高９億（前年同期比118.2％増）、営業利益5億52百万円（前年同期比98.7％増）となりました。

（修正・訂正）　「平成20年9月期　決算短信」の修正及び訂正に関するお知らせ

記

平成20年12月22日

　平成20年11月20日付にて開示いたしました「平成20年9月期　決算短信」の記載内容に修正及び訂正

                すべき箇所がございましたので、以下のとおりお知らせいたします。
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2.　修正箇所　「平成20年9月期　決算短信」　4ページ
　　※監査法人より指摘を受けたための修正であります。

　　1.　経営成績
　　（2）　財政状態に関する分析
　　　2）　キャッシュ・フローの状況　②投資活動によキャッシュ・フロー

　　（修正前）
 ・・・・・・投資有価証券の取得による支出4億69百万円があったものの一方、有形固定資産の売却による収入20億
 76百万円、投資有価証券の売却による収入1億72百万円があったことによるものであります。

　　（修正後）
 ・・・・・・投資有価証券及び関係会社株式の取得による支出4億69百万円があったものの、一方、有形固定資産の
 売却による収入20億76百万円、投資有価証券の売却による収入1億72百万円があったことによるものであります。

3.　修正箇所　「平成20年9月期　決算短信」　6ページ
　　※監査法人より指摘を受けたための修正であります。

　　2.　企業集団の状況
　　　　前文

　　（修正前）
 ・・・・・・並びに非連結子会社１社により構成されております。

　　（修正後）
 ・・・・・・非連結子会社１社及び関連会社４社により構成されております。

4.　修正箇所　「平成20年9月期　決算短信」　7ページ
　　※監査法人より指摘を受けたための削除であります。

　　2.　企業集団の状況
　　　　(注書き)

　　（修正前）
（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が、損益計算書は連結の対象
      　 となっております。
　　  2.㈱姫路相生カントリークラブについては、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。
      3.㈱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は平成20年７
        月１日をもって㈱インターナショナルに吸収合併されております。

　　（修正後）
削除
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4.　訂正箇所　「平成20年9月期　決算短信」　7ページ
　　 ※表示等について精査を行った結果であります。

　　2.　企業集団の状況
　　　　グループ事業の系統図
　　（訂正前）

　　（訂正後）

ファンド有限責任組合１号との出資

関係が消滅したことにより、平成20
年６月26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。
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5.　訂正箇所　「平成20年9月期　決算短信」　8ページ
　　 ※表示等について精査を行った結果の訂正であります。

　　2.　企業集団の状況
　　　　（関係会社の状況）
　　　　①連結子会社

　　（訂正前）

　　（訂正後）

6.　訂正箇所　「平成20年9月期　決算短信」　8ページ
　　 ※表示等について精査を行った結果の訂正であります。

　　2.　企業集団の状況
　　　　（関係会社の状況）
　　　　②持分法適用関連会社

　　（訂正前）

　　（訂正後）

※５　 (1)上記関係会社は、特定子会社に該当しません。

(2)上記関係会社は、有価証券報告書を提出している会社であります。

(3)「議決権の所有割合」欄の[　]内は、「自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係が

　　 あることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者」又は「自己の意思と同一

　　 の内容の議決権を行使することに同意している者」による所有割合であります。

[7.35]  なし㈱テークスグループ 神奈川県相模原市 2,713,552  　品事業

主要な事業

名称            住所 資本金（千円）              の内容
議決権の所有割合

 （％）         関係内容

㈱姫路相生カント
　　　 リークラブ  兵庫県相生市 3,000  ゴルフ場運営

100
 役員の兼任－名

資本金（千円）              の内容
主要な事業

名称            住所
議決権の所有割合

 （％）         関係内容

㈱姫路相生カント 100

(100)  役員の兼任－名　　　 リークラブ  兵庫県相生市

議決権の所有割合

3,000  ゴルフ場運営

主要な事業
          （％）        関係内容名称             住所 資本金（千円）          　  の内容

   試験機事業，民生
㈱テークスグループ 神奈川県相模原市 2,512,005    品事業

38.39

 なし

主要な事業 議決権の所有割合
          （％）        関係内容

38.39
名称             住所

   試験機事業，民生

資本金（千円）          　  の内容
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7.　修正箇所　「平成20年9月期　決算短信」 18ページ
　　※監査法人より指摘を受けたための表示の変更であります。

　　4.　連結財務諸表
　　　　（4）連結キャッシュ・フロー計算書
　　　　Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー

（修正前） （修正後）

注記
番号

8.　修正箇所　「平成20年9月期　決算短信」 20ページ
　　※監査法人より指摘を受けた表示箇所の変更であります。

　　4.　連結財務諸表
　　　　連結財務諸表作成の基本となる重要な事項
　　　　１．連結の範囲に関する事項

（修正前） （修正後）

項目

                  至　 平成20年９月30日）                   至　 平成20年９月30日）

 １．連結の範囲に関する事項 ６社 ６社

ファンド有限責任組合１号との出資

・・・

㈱姫路相生カントリークラブは、…含めております。

・・・

㈱姫路相生カントリークラブは、…含めております。

ファンド投資事業組合につきまして

も当社連結子会社である、東京平成

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。

関係が消滅したことにより、平成20
年６月26日をもって連結の範囲から

ラストゲートＢ号投資事業組合につ

いては組合の解散により、オカザキ

り平成20年７月１日をもって連結子

会社ではなくなりました。また、ト

ついては、㈱Ａ．Ｃインターナショ

ナルを存続会社とする吸収合併によ

ラブ、㈱米山水源カントリークラ

ブ、㈱広島紅葉カントリークラブに

計算書は連結の対象となっておりま

す。㈱シェイクスピアカントリーク

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

当連結会計年度 当連結会計年度

結子会社でありました㈱ランデヴー

 （1）連結子会社の数  （1）連結子会社の数

              （自　平成19年10月１日               （自　平成19年10月１日

なお、当連結会計年度において連

については、株式の売却を行ったた

投資活動によるキャッシュ・フロー △443,524 △443,524

－ △403,720

            投資有価証券の取得による支出

            関係会社株式の取得による支出

            投資有価証券の売却による収入

            投資有価証券の払戻しによる収入 － －

172,933 172,933

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

（自 平成19年10月１日

    至 平成20年９月30日）

区分

当連結会計年度 当連結会計年度

（自 平成19年10月１日

    至 平成20年９月30日）

金額（千円） 金額（千円）

△469,120 △65,400
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9.　修正箇所　「平成20年9月期　決算短信」 21ページ
　　※監査法人より指摘を受けた表示箇所の変更であります。

　　4.　連結財務諸表
　　　　連結財務諸表作成の基本となる重要な事項
　　　　１．連結の範囲に関する事項

（修正前） （修正後）

項目

                  至　 平成20年９月30日）                   至　 平成20年９月30日）

10.　訂正箇所　「平成20年9月期　決算短信」 22ページ
　　 ※表示等について精査を行った結果の訂正であります。

　　4.　連結財務諸表
　　　　連結財務諸表作成の基本となる重要な事項
　　　　４．会計処理基準に関する事項
　　　　(1)重要な資産の評価基準及び評価方法

（訂正前）

項目

                  至　 平成19年９月30日）                   至　 平成20年９月30日）

 ４．会計処理基準に関する事項

         
(1）重要な資産の評価基準

        及び評価方法

（訂正後）

項目

                  至　 平成19年９月30日）                   至　 平成20年９月30日）

 ４．会計処理基準に関する事項

         
(1）重要な資産の評価基準

        及び評価方法

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

   省略    省略

なお、前連結会計年度において連 －

当連結会計年度 当連結会計年度

       （連結の範囲から除いた理由）        （連結の範囲から除いた理由）

              （自　平成19年10月１日               （自　平成19年10月１日

も当社連結子会社である、東京平成

       子会社株式及び関連会社株式

－

省略

       その他有価証券        その他有価証券

省略

       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  ①有価証券

省略 省略

前連結会計年度 当連結会計年度
              （自　平成18年10月１日               （自　平成19年10月１日

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。㈱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、㈱広島紅葉カントリークラブに

ついては、㈱Ａ．Ｃインターナショ

ナルを存続会社とする吸収合併によ

り平成20年７月１日をもって連結子

会社ではなくなりました。また、ト

ラストゲートＢ号投資事業組合につ

いては組合の解散により、オカザキ

ファンド投資事業組合につきまして

　　　 関係が消滅したことにより、平成20
　　　 年６月26日をもって連結の範囲から

　　 　ファンド有限責任組合１号との出資

      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。

前連結会計年度 当連結会計年度
              （自　平成18年10月１日

       その他有価証券

省略

       その他有価証券

省略

              （自　平成19年10月１日

 ①有価証券

省略

 ①有価証券

省略
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11.　修正箇所　「平成20年9月期　決算短信」 23ページ
　　※監査法人より指摘を受けた表示箇所の変更であります。

　　4.　連結財務諸表
　　　　連結財務諸表作成の基本となる重要な事項
　　　　４．会計処理基準に関する事項
　　　　(2)重要な減価償却資産の原価償却の方法

（修正前） （修正後）

項目

                  至　 平成20年９月30日）                   至　 平成20年９月30日）

(2）重要な減価償却資産の

                減価償却の方法

12.　修正箇所　「平成20年9月期　決算短信」 25ページ
　　※監査法人より指摘を受けた表示箇所の変更であります。

　　4.　連結財務諸表
　　　　重要な減価償却資産の原価償却の方法

（修正前） （修正後）

項目

                  至　 平成20年９月30日）                   至　 平成20年９月30日）

    省略    省略

  度額まで償却が終了した事業年度の翌年

  当連結会計年度より、法人税法の改正

  に伴い、平成19年３月31日以前に取得し

  おります。

 ②無形固定資産

  これにより、売上総利益、営業利益、

  から５年間で均等償却する方法によって

 損失に与える影響は軽微であります。

当連結会計年度 当連結会計年度

    省略

 ①有形固定資産  ①有形固定資産

              （自　平成19年10月１日

    省略

  た有形固定資産については、償却可能限

              （自　平成19年10月１日

   (追加情報〉

  経常損失、税金等調整前純損失、当期純

当連結会計年度 当連結会計年度
              （自　平成19年10月１日               （自　平成19年10月１日

   (追加情報〉

削除  当連結会計年度より、法人税法の改正

  に伴い、平成19年３月31日以前に取得し

  た有形固定資産については、償却可能限

  度額まで償却が終了した事業年度の翌年

  から５年間で均等償却する方法によって

  おります。

  これにより、売上総利益、営業損失、

  経常損失、税金等調整前純損失に与える

  影響は軽微であります。
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13.　訂正箇所　「平成20年9月期　決算短信」 27ページ
　　 ※表示等について精査を行った結果の訂正であります。

　　4.　連結財務諸表
　　　　注記事項
　　　　（連結貸借対照表関係）

　　（訂正前） 　　（訂正後）

項目

                  至　 平成20年９月30日）

 ―

 ※１．有形固定資産原価償却累計額

 ※２．投資不動産原価償却累計額

 ※３．賃貸資産に見合う未経

             過リース契約

債権

 ※４．連結会計年度末満期手形

 ※５．休止固定資産

14.　訂正箇所　「平成20年9月期　決算短信」 31ページ
　　 ※表示等について精査を行った結果の訂正であります。

　　4.　連結財務諸表
　　　　（連結株主資本等変動計算書関係）　
　　　　（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．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　（訂正前）
当連結会計

年度末残高

前連結会計 当連結会計 （千円）

　　年度末 　　年度減少

 提出会社 ― ― ―

（親会社）

― ― ―

連結子会社 ― ― ―

― ― ―

　　（訂正後）
当連結会計

年度末残高

前連結会計 当連結会計 （千円）

　　年度末 　　年度減少

 提出会社 200,000,000 200,000,000 ―

（親会社）

－ ― ―

連結子会社 － ― ―

200,000,000 200,000,000 ―

―

ストック・オプションとしての新株予約権 ― ―

 平成18年新株予約権  普通株式

　　　　　 　年度増加 　　　 年度末
当連結会計

合計 ― ―

―

―

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

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 当連結会計
　　　　　 　年度増加 　　　 年度末

―

― ― 平成18年新株予約権  普通株式

― ―ストック・オプションとしての新株予約権 ―

― ―

合計 ― ― ―

－ ―

当連結会計年度
              （自　平成19年10月１日

　非連結子会社及び連結子会社に対するも

　省略  ※３．投資不動産原価償却累計額 　省略

　　　　　　
 ※４．賃貸資産に見合う未経

48,601千円              過リース契約 160,641千円

（うち一年を超えるものは17,772千円） 債権 （うち一年を超えるものは109,788千円）

　省略  ※５．連結会計年度末満期手形 省略

　省略  ※６．休止固定資産 省略

当連結会計年度
              （自　平成19年10月１日 項目

　 ―  ※１．関係会社株式

　省略  ※２．有形固定資産原価償却累計額 　省略

のは次のとおりであります。

関係会社株式　880,652千円
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15.　修正箇所　「平成20年9月期　決算短信」 33ページ
　　※監査法人より指摘を受けたための注記事項の追加であります。

　　4.　連結財務諸表
　　　　 注記事項
　　　　（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

（修正前） （修正後）

　㈱ランデヴー

項目 金額（千円）

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

　㈱姫路相生カントリークラブ

項目 金額（千円）

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

     ２．重要な非資金取引の内容                            　　      ―――――――――

当連結会計年度 当連結会計年度

          （自平成19年10月１日至平成20年９月30日）           （自平成19年10月１日至平成20年９月30日）

　　　 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。

　省略

    却額は次のとおりであります。

 ※3.株式の取得により株式会社姫路相生カントリークラ

    た事に伴う連結除外時の資産及び負債の内訳並びに売

    株式の売却により株式会社ランデヴーを連結除外し

 ※2.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
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16.　修正箇所　「平成20年9月期　決算短信」 34ページ
　　※監査法人より指摘を受けたための表示の変更であります。

4.　連結財務諸表
　　 注記事項
（リース関係）

 減価償却  減価償却 減損損失

 累計額相  累計額相 累計額
 当額  当額 相当額

（千円） （千円） （千円）

 機械装置及び  機械装置及び

 運搬具 48,467  運搬具 71,961 9,873
 その他 10,334  その他 13,685 1,424

合計 58,801 合計 85,647 11,297

                                １年以内

                                １年超

                                    合計

　 　　　　　 リース資産減損勘定の残高

　　　　　　　　　―

　　　　　　　　　　　　―

     (4）減価償却費相当額の算定方法

省略

                        支払リース料  26,845千円

                        減価償却費相当額  26,845千円

 11,297千円          減損損失

 40,280千円

同左

     (3）当期の支払リース料及び減価償却費相当額

     (2）未経過リース料期末残高相当額

 20,607千円

 19,672千円

125,927 28,982

同左

     (4）減価償却費相当額の算定方法

省略

       　　　　　    当額、減損損失累計額相当及び期末残高相当額

（千円）

109,169 27,334
16,758 1,648

     (3）当期の支払リース料及び減価償却費相当額

                        支払リース料  26,845千円

                        減価償却費相当額  26,845千円

                                    合計  40,280千円

同左

                                １年以内  20,607千円

                                １年超  19,672千円

同左

     (2）未経過リース料期末残高相当額

                   当額及び期末残高相当額

 １．借主側  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 (1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

 平成20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       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      の以外のファイナンス・リース取引

 相当額

（修正前）  （修正後）

 相当額  相当額

                           （自  平成19年10月１日                            （自
当連結会計年度 当連結会計年度

 取得価額  期末残高  取得価額  期末残高

 平成19年10月１日

                               至  平成20年９月30日）                                至

（千円）（千円） （千円）

 相当額

 11,297千円

109,169 37,207
16,758 3,072

125,927 40,280
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17.　訂正箇所　「平成20年9月期　決算短信」 35ページ
　　 ※表示等について精査を行った結果の訂正であります。

4.　連結財務諸表
　　 注記事項
（リース関係）

 減価償却  減価償却

 累計額相  累計額相

（千円） （千円）
 機械装置及び  機械装置及び

 運搬具 52,875  運搬具 52,875
 工具器具備品 8,542  工具器具備品 8,542

 その他 1,552  その他 1,845

合計 62,970 合計 63,262

11,86020,40311,86020,403

（訂正前）  （訂正後）

182,541 119,571

157,637 104,762

当連結会計年度 当連結会計年度
                           （自  平成19年10月１日

185,048 121,786

4,500 2,947 7,007 5,162

157,637 104,762

                           （自  平成19年10月１日

                               至  平成20年９月30日）                                至  平成20年９月30日）

 １．貸主側  １．貸主側

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相 (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          当額及び期末残高

 取得価額  期末残高  取得価額  期末残高

 相当額  相当額  相当額  相当額

（千円） （千円） （千円） （千円）
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　18.　修正箇所　「平成20年9月期　決算短信」 37ページ
　　　　※監査法人より指摘を受けたための（注）及び（追加情報）の追加であります。

　　4.　連結財務諸表
　　　　（注記事項）

（修正前）

（修正後）

百万円
百万円

百万円

0.556 ％

 （追加情報）

　　　　　　　　別掛金30百万円を費用処理しております。

　　　　　　　　　 なお、上記（2）の割合は当社グループの実際の負担割合とは一致しません。

                  ２．退職給付債務及びその内訳

36,075年金財政上の給付債務の額
年金資産の額

                      ける過去勤務債務の償却方法は期間20年の元利均等償却であり、当社グループは、当期の連結財務諸表上、特

                      （3）補足説明

                          上記（1）の差引金額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高1,981百万円であります。本制度にお

差引額

                  １．採用している退職給付制度の概要

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

                          なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は次の通りであります。

                      おります。

      　　（退職給付関係）

                  １．採用している退職給付制度の概要

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

                      おります。

 　19年５月15日)を適用しております。

 　　当連結会計年度連より、「『退職給付に係る会計基準』の一部改正（その２）」(企業会計基準第14号　平成

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

 　　　２．厚生年金基金制度は含めておりません。

                  ３．退職給付費用の内訳

 （注）１．退職給付債務及び退職給付費用の算定方法として簡便法を採用しております。

                      （2）制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合（平成20年３月31日現在）

                      （1）制度全体の積立状況に関する事項（平成20年３月31日現在）

△6,605

29,470

 ―

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

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

                      の割合に基づく平成19年９月30日現在の年金資産残高は223,529千円であります。

                  ２．退職給付債務及びその内訳

 （注）厚生年金基金制度は含めておりません。

                  ３．退職給付費用の内訳
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　19.　訂正箇所　「平成20年9月期　決算短信」 41ページ
　　　 ※表示等について精査を行った結果の訂正であります。

　　4.　連結財務諸表
　　　　【関連当事者との取引】

（訂正前）

科目

 未収入金

（訂正後）

科目

 未収入金

          (１）役員及び個人主要株主等

関係内容

属性 会社等の名称 住所 資本金又 事業の内容  議決権等 役員の 事業上 取引の内容 取引金額 期末残高

は出資金 又は職業  の所有(被所有) 兼任等 の関係 （百万円） （百万円）

（百万円）  割合（％） （人）

役員及びその近

親者が議決権の ㈱葉山倶楽部 東京都 3 ゴルフ場所有 － － ゴルフ場の ゴルフ場の 745 745
賃借先 過半数を所有し 港区

 ている会社等

賃借

 ている会社等

賃借先 購入

ゴルフ場の 745 754
 過半数を所有し 港区

親者が議決権の ㈱葉山倶楽部 東京都 3 ゴルフ場所有 － － ゴルフ場の
役員及びその近

（百万円） （百万円）

（百万円）  割合（％） （人）

取引金額 期末残高

は出資金 又は職業  の所有(被所有) 兼任等 の関係

属性 会社等の名称 住所 資本金又 事業の内容  議決権等 役員の 事業上 取引の内容

関係内容
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　20.　修正箇所　「平成20年9月期　決算短信」 42ページ
　　　　※監査法人より指摘を受けたための追加であります。

　　4.　連結財務諸表
　　　　（企業結合等関係）　当連結会計年度（自平成19年10月１日　至平成20年９月30日）

（修正前）

△14,368

（修正後）

△14,368

   ２．実施した会計処理の概要

        (１)～（２）省略

   ２．実施した会計処理の概要

        (１)～（２）省略

        (３)当連結会計年度に係る連結損益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  千円

               

                営業利益  千円

        (３)事業の種類別セグメントにおいて当該分離した事業が含まれていた事業区分の名称

                ゴルフ・リゾート事業

        (４)当連結会計年度に係る連結損益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
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　21.　修正箇所　「平成20年9月期　決算短信」 43ページ
　　※監査法人より指摘を受けたための表示の変更であります。

　　4.　連結財務諸表
　　　　（1株当たり情報）　

（修正前）

項目

 １株当たり純資産額

 １株当たり当期純利益金額（△は純損失）

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益

 １株当たり当期純利益金額

     当期純利益（△は純損失）（千円）

     普通株主に帰属しない金額(千円）

     普通株式に係る当期純利益（△は純損
     失）（千円）

（修正後）

項目

 １株当たり純資産額

 １株当たり当期純損失

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益

 １株当たり当期純利益

     当期純損失（千円）

     普通株主に帰属しない金額(千円）

     普通株式に係る当期純損失（千円）

（自  平成18年10月１日 （自  平成19年10月１日

       至  平成20年９月30日）       至  平成19年９月30日）

（自  平成18年10月１日

       至  平成19年９月30日）

（自  平成19年10月１日

       至  平成20年９月30日）

（自  平成19年10月１日

       至  平成20年９月30日）

（自  平成18年10月１日

       至  平成19年９月30日）

（自  平成18年10月１日

       至  平成19年９月30日）

（自  平成19年10月１日

       至  平成20年９月30日）

△4,422,568 △2,279,239

－ －

潜在株式が存在しないため記載して

35円68銭 296円03銭

前連結会計年度 当連結会計年度

     ２．１株当たり当期純利益又は純損失（△）金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

 ておりません。  おりません。

   （注）算定上の基礎

前連結会計年度 当連結会計年度

前連結会計年度 当連結会計年度

　　　３．株式の併合

35円68銭 296円03銭

△10円55銭 △56円36銭

潜在株式が存在しないため記載し

潜在株式が存在しないため記載し 潜在株式が存在しないため記載して

 ておりません。  おりません。

   （注）算定上の基礎

     ２．１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

前連結会計年度 当連結会計年度

当社は、平成20年７月１日付で10株を１株

に併合する株式併合を行いました。

△105.48円           

当社は、平成20年７月１日付で10株を１株に併合する株式併合を行いました。平成20年９月期の期中平均株

式数、１株当たり当期純利益の算定、１株当たり純資産の算定につきましては、株式併合が当期首に行われたも

のとして算出しております。当該株式併合が前期首に行われたと仮定した場合の平成19年９月期の１株当たり当

期純利益は△105円48銭、１株当たり純資産は356円84銭であります。

4,422,568 2,279,239

－ －

4,422,568 2,279,239

△4,422,568 △2,279,239

　 356.84円

１株当たり純利益額

たと仮定した場合の前連結会計年度に

おける１株当たり情報については以下の

　なお、当該株式併合が前期首に行われ

 10円55銭 56円36銭

　　　３．株式の併合

削除

とおりになります。

１株当たり純資産額
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　22.　訂正箇所　「平成20年9月期　決算短信」 47及び66ページ
　　　 ※表示等について精査を行った結果の訂正であります。

　　4.　連結財務諸表及び5.　個別財務諸表
　　　　（重要な後発事象）　

（3）合併当事会社の概要（平成20年９月30日）

（訂正前）

(1)商号 株式会社Ａ．Ｃホールディングス 株式会社Ａ．Ｃファイナンス

（合併会社） （被合併会社）

(2)事業内容 事業持株会社 貸金業ならびにリース・割賦販売

(3)設立年月日 平成17年12月1日 平成18年1月18日

(4)本店所在地 東京都港区芝大門一丁目２番１号 東京都港区芝大門一丁目２番１号

(5)代表者 代表取締役社長   小林壮貴 代表取締役社長   島津弘巳

(6)資本金の額 3,500百万円 30百万円

(7)発行済株式総数 42,442,851株 600株

(8)純資産 14,621百万円 △666百万円

(9)総資産 14,910百万円 1,866   百万円

(10)事業年度の末日 9月30日 9月30日

(11)従業員数 ６名 １名

(12)主要取引先 フレパーネットワークス㈱他 ㈱Ａ．Ｃインターナショナル他

    河野博晶(8.22%)、㈱A.Cホールディン

グス(4.71%)、河野俊枝(4.06%)、リバー

         フィールド投資事業組合(2.82%)、㈱ワシ

(13)大株主及び持分比率          ントンインターナショナル(1.53%)、I投  ㈱Ａ．Ｃホールディングス（100％）

         資事業有限責任組合1号(1.41%)、日本証

         券金融㈱（1.07%）、㈱SBI証券(0.84%)、

         宮崎洋次(0.68%)、加藤孝治(0.64%)

 ㈱東京三菱UFJ銀行

 ㈱東京三菱UFJ銀行

(14)主要取引銀行  ㈱みずほ銀行

 ㈱みずほ銀行

 ㈱りそな銀行

合併会社は、被合併会社に対し100％出資

(15)当事会社の関係 資本関係

 しております。

当社の監査役1名が監査役に就任してお

人的関係

 ります。

取引関係  なし
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（訂正後）

(1)商号 株式会社Ａ．Ｃホールディングス 株式会社Ａ．Ｃファイナンス

（合併会社） （被合併会社）

(2)事業内容 事業持株会社 貸金業ならびにリース・割賦販売

(3)設立年月日 昭和25年8月1日 平成18年1月18日

(4)本店所在地 東京都港区芝大門一丁目２番１号 東京都港区芝大門一丁目２番１号

(5)代表者 代表取締役社長   小林壮貴 代表取締役社長   島津弘巳

(6)資本金の額 3,500百万円 30百万円

(7)発行済株式総数 42,442,851株 600株

(8)純資産 14,621百万円 △666百万円

(9)総資産 14,910百万円 1,866   百万円

(10)事業年度の末日 9月30日 9月30日

(11)従業員数 ６名 １名

(12)主要取引先 フレパーネットワークス㈱他 ㈱Ａ．Ｃインターナショナル他

    河野博晶(8.22%)、㈱A.Cホールディン

グス(4.71%)、河野俊枝(4.06%)、リバー

         フィールド投資事業組合(2.82%)、㈱ワシ

(13)大株主及び持分比率          ントンインターナショナル(1.53%)、I投  ㈱Ａ．Ｃホールディングス（100％）

         資事業有限責任組合1号(1.41%)、日本証

         券金融㈱（1.07%）、㈱SBI証券(0.84%)、

         宮崎洋次(0.68%)、加藤孝浩(0.64%)

 ㈱東京三菱UFJ銀行

 ㈱東京三菱UFJ銀行

(14)主要取引銀行  ㈱みずほ銀行

 ㈱みずほ銀行

 ㈱りそな銀行

合併会社は、被合併会社に対し100％出資

(15)当事会社の関係 資本関係

 しております。

当社の監査役1名が監査役に就任してお

人的関係

 ります。

 合併会社は、被合併会社に対し

資金融資しております。
取引関係
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　23.　訂正箇所　「平成20年9月期　決算短信」 47及び67ページ
　　　 ※表示等について精査を行った結果の訂正であります。

　　4.　連結財務諸表,5.　個別財務諸表
　　　　（重要な後発事象）　

（3）合併当事会社の概要（平成20年９月30日）

（訂正前） （訂正後）

平成20年９月期 平成20年９月期

△35.05 △35.06

361.54 361.55

（合併会社）

平成18年９月期 平成19年９月期

             　     (16)最近３決算期間の業績（単位：百万円）

株式会社Ａ．Ｃホールディングス 株式会社Ａ．Ｃホールディングス

（合併会社）

決算期 平成18年９月期平成19年９月期

１株当たり純資産(円) 45.59 39.7

１株当たり当期純利益

(円)
1.22 △6.55

45.59 39.70

1.22 △6.55
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　24.　修正箇所　「平成20年9月期　決算短信」 48ページ
※監査法人より指摘を受けたための追加事項であります。

　　4.　連結財務諸表
　　　　（重要な後発事象）　

（修正前）

－

（修正後）

(３)平成20年9月1日の連結子会社である株式会社A.Cファイナンスの取締役会において、株式会社A.Cファイナンスが
　  下記内容の抵当債権の買取を決議し、平成20年10月21日に債権譲渡契約が締結され、履行されました。

①その旨及び目的又は理由
　　債権売買による収益の獲得、又はゴルフ・リゾート事業の資産の取得。
②契約の相手会社の名称
　　三和アクトマネジメント株式会社
③締結又は解除の時期
　　締結日　平成20年10月21日
④契約の内容
　　三和アクトマネジメント株式会社の保有する貸付債権の株式会社A.Cファイナンスに対する譲渡。
⑤契約の締結又は解除が営業活動等へ及ぼす重要な影響
　　債権売買による収益の獲得、又はゴルフ場を取得するのか、あるいは別の方法によるのか確定しておりません。
⑥その他
　　債権の内容は株式会社新・カギハラホールディングの保有する下記不動産の1番抵当債権。
　　【新香木原カントリークラブの土地建物】
　　（土地） 　所在　　千葉県君津市香木原字横山、字下ノ原他

　地番　　94番地他　合計88筆
　地目　　原野、雑種地、山林、公衆用道路、宅地
　地積　　合計　363,417.39㎡

　　（建物） 　所在　　千葉県君津市香木原字井戸向288番地1他
　家屋番号　　288番1他　合計12棟
　種類　　クラブハウス他
　構造　　鉄骨鉄筋コンクリート造スレート葺2階建他

(４)上記、債権譲渡契約及び売買についてコンサルティング契約を締結し、平成20年10月21日にコンサルティング
　　契約に基づく報酬を支払いました。

①その旨及び目的又は理由
　　上記債権譲渡契約　⑥その他　の1番抵当権の債権買取交渉及び譲渡金額の折衝。
②契約の相手会社の名称
　　イー・キャピタル株式会社
③締結又は解除の時期
　　契約期限　平成20年10月31日迄
④契約の内容
　　売買が成立した場合の成功報酬の金額等
⑤契約の締結又は解除が営業活動等へ及ぼす重要な影響
　　支払額1億円は平成21年9月期に販売費及び一般管理費に計上され、営業利益、経常利益、税引前当期利益
　　、当期純利益はそれぞれ、9千5百万円減少いたします。
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　25.　訂正箇所　「平成20年9月期　決算短信」 49ページ
　　　 ※表示等について精査を行った結果の訂正であります。

　　5.　個別財務諸表
（1）貸借対照表

（訂正前） （訂正後）

注記 構成比 構成比

番号 （％） （％）

 Ⅱ  固定資産

1,535,014 1,535,014

△75,862 △75,862

－ 1,535,014 － 1,459,152

33,516 33,516

△5,473 △5,473

－ 33,516 － 28,043

21,877 21,877

△3,646 △3,646

－ 21,877 － 18,231

1,161,871 1,161,871

△99,254 △99,254

－ 1,161,871 － 1,062,616

　　　　減価償却累計額

　　　　減損損失累計額

　　(3）車両及び運搬具

　　　　減価償却累計額

　　　　減損損失累計額

　　(4）工具器具備品

　　　　減損損失累計額

     １．有形固定資産

         (1）建物

　　　　減価償却累計額

　　　　減損損失累計額

　　(2）機械及び装置

　　　　減価償却累計額

 （資産の部）

前事業年度 前事業年度
（平成19年９月30日） （平成19年９月30日）

金額（千円） 金額（千円）
区分



　26.　訂正箇所　「平成20年9月期　決算短信」 53ページ
　　　 ※表示等について精査を行った結果の訂正であります。

　　5.　個別財務諸表
（2）損益計算書

（訂正前）

        （自         （自    対前年比

            至            至

注記 比率 比率 増減
番号 (％) (％) （千円）

 Ⅶ  特別損失

※３

3,090,481 336.5 2,044,411 197.1 △1,046,069

2,720,537 △296.2 1,398,796 △134.9 1,321,741

26,563 1.8 18,934 1.8 △2,024

2,747,101 △299.1 1,417,730 △136.7 1,323,766

（訂正後）

        （自         （自    対前年比

            至            至

比率 比率 増減
番号 (％) (％) （千円）

 Ⅶ  特別損失

※３

3,090,481 336.5 2,044,411 197.1 △1,046,069

2,720,537 △296.2 1,398,796 △134.9 1,321,741

26,563 1.8 18,934 1.8 △2,024

2,747,101 △299.1 1,417,730 △136.7 1,323,766

前事業年度 当事業年度
 平成18年10月１日  平成19年10月１日

 平成19年９月30日）  平成20年９月30日）

区分 金額（千円） 金額（千円）

　　５．貸倒引当金繰入額 1,713,854 965,343

　    ３．投資不動産売却損 29,430 126,797
        ４．関係会社株式評価損 － 293,880

　  ６．減損損失 1,084,241 576,872

　　７．その他 29,999 78,000

9,804 18,934

税引前当期純損失

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額 16,759 0

             当期純損失

前事業年度 当事業年度
 平成18年10月１日  平成19年10月１日

 平成20年９月30日）

金額（千円） 金額（千円）

－        ３．投資有価証券売却損 29,430

区分

29,999 78,000

        ５．関係会社株式評価損 － 293,880

　　６．貸倒引当金繰入額 1,713,854 965,343

        ４．投資不動産売却損

法人税等調整額 16,759 －

税引前当期純損失

法人税、住民税及び事業税

－ 126,797

9,804 18,934

　  ７．減損損失 1,084,241 576,872

　　８．その他

             当期純損失
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27.　修正箇所　「平成20年9月期　決算短信」 57ページ
　　※監査法人より指摘を受けた表示箇所の変更であります。

　　5.　個別財務諸表
　　　　重要な会計方針

（修正前） （修正後）

項目

                  至　 平成20年９月30日）                   至　 平成20年９月30日）

(3）固定資産の 減価償却の方法

               

28.　修正箇所　「平成20年9月期　決算短信」 59ページ
　　※監査法人より指摘を受けた表示箇所の変更であります。

　　5.　個別財務諸表
　　　　重要な会計方針

（修正前） （修正後）

項目

                  至　 平成20年９月30日）                   至　 平成20年９月30日）

当連結会計年度 当連結会計年度

                              同左

－  　無形固定資産

－      投資不動産

                              同左

  経常損失、税金等調整前純損失に与える

                              同左                               同左

  おります。

  これにより、売上総利益、営業損失、

  た有形固定資産については、償却可能限

  度額まで償却が終了した事業年度の翌年

  から５年間で均等償却する方法によって

  影響は軽微であります。

当連結会計年度 当連結会計年度
              （自　平成19年10月１日               （自　平成19年10月１日

   (追加情報〉

削除

  に伴い、平成19年３月31日以前に取得し

              （自　平成19年10月１日

 　有形固定資産…定額法  　有形固定資産

　　   省略

              （自　平成19年10月１日

                              同左

  た有形固定資産については、償却可能限

  度額まで償却が終了した事業年度の翌年

  から５年間で均等償却する方法によって

  おります。

  これにより、売上総利益、営業利益、

  経常利益、税金等調整前当期純損失、

  す。

 当期純損失に与える影響は軽微でありま

  当事業年度より、法人税法の改正

   (追加情報〉

  当事業年度より、法人税法の改正

  に伴い、平成19年３月31日以前に取得し
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