
  

 
平成 20 年 12 月 22 日 

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    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） 

           

（訂正）「子会社（株式会社Ａ.Ｃファイナンス）との吸収合併に関するお知らせ」 

の一部訂正に関するお知らせ 

  

当社は、平成 20 年 11 月 20 日付にて開示いたしました、「子会社（株式会社Ａ.Ｃファイナンス）との吸収合併に

関するお知らせ」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、以下のとおり訂正いたします。        

   

記 

 

Ⅰ.訂正理由 

 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、下線（＿）を付して表示しております。 

  訂正の内容は、以下のとおりです。 

 

（訂正前） 

３.合併当事会社の概要（平成 20 年 9月 30 日） 

（1）商号 株式会社Ａ.Ｃホールディングス  

（合併会社） 

株式会社Ａ.Ｃファイナンス 

（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 

（13）大株主及び持株比率 河野博晶(8.22%)、㈱A.C ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

(4.71%)、河野俊枝(4.06%)、ﾘﾊﾞｰﾌｨｰﾙﾄﾞ投

資事業組合(2.82%)、㈱ﾜｼﾝﾄﾝｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

(1.53%)、I 投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%) 

㈱Ａ．Ｃホールディングス（100％） 

（14）主要取引銀行 ㈱東京三菱 UFJ 銀行 

㈱みずほ銀行 

㈱りそな銀行 

㈱東京三菱 UFJ 銀行 

㈱みずほ銀行 

資本関係 合併会社は、被合併会社に対し 100％出資しております。 

人的関係 当社の監査役 1名が監査役に就任しております。 

（15）当事会社の関係 

取引関係 なし 
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（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 

（合併会社） 

株式会社Ａ.Ｃファイナンス 

（被合併会社） 

決算期 平成 18 年 9 月期 平成19年 9月期 平成20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

売上高 684 918 1036     246   227   131

営業利益 △11 33 161      42     89 20

経常利益 △96 330 171      24     61 19

当期純利益 400 △2,747 △1,417      14 △66 △645

１株当たり当期純利益（円） 1.22 △6.55 △35.05 24,558.50 △110,238.63 △1,075,187.93

１株当たり配当金（円） － － － － － － 

１株当たり純資産（円） 45.59 39.70 361.54 74,558.50 △35,680.13 △1,110,868.06

 

 

 （訂正後） 

 ３.合併当事会社の概要（平成 20 年 9月 30 日） 

（1）商号 株式会社Ａ.Ｃホールディングス  

（合併会社） 

株式会社Ａ.Ｃファイナンス 

（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 5 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 

（13）大株主及び持株比率 河野博晶(8.22%)、㈱A.C ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

(4.71%)、河野俊枝(4.06%)、ﾘﾊﾞｰﾌｨｰﾙﾄﾞ投

資事業組合(2.82%)、㈱ﾜｼﾝﾄﾝｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

(1.53%)、I 投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%) 

㈱Ａ．Ｃホールディングス（100％） 

（14）主要取引銀行 ㈱東京三菱 UFJ 銀行 

㈱みずほ銀行 

㈱りそな銀行 

㈱東京三菱 UFJ 銀行 

㈱みずほ銀行 

資本関係 合併会社は、被合併会社に対し 100％出資しております。 

人的関係 当社の監査役 1名が監査役に就任しております。 

（15）当事会社の関係 

取引関係 合併会社は、被合併会社に対し資金融資しております。 

 

 

（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 

（合併会社） 

株式会社Ａ.Ｃファイナンス 

（被合併会社） 

決算期 平成 18 年 9 月期 平成19年 9月期 平成20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

売上高 684 918 1036     246   227   131

営業利益 △11 33 161      42     89 20

経常利益 △96 330 171      24     61 19

当期純利益 400 △2,747 △1,417      14 △66 △645

１株当たり当期純利益（円） 1.22 △6.55 △35.06 24,558.50 △110,238.63 △1,075,187.93

１株当たり配当金（円） － － － － － － 

１株当たり純資産（円） 45.59 39.70 361.55 74,558.50 △35,680.13 △1,110,868.06

 

   以  上  
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