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1.  平成22年9月期第1四半期の連結業績（平成21年10月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年9月期第1四半期 823 △15.6 △174 ― △193 ― △580 ―

21年9月期第1四半期 975 ― △113 ― △105 ― △295 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年9月期第1四半期 △14.35 ―

21年9月期第1四半期 △7.32 ―

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

22年9月期第1四半期 8,988 7,899 87.9 195.33
21年9月期 9,696 8,480 87.5 209.70

（参考） 自己資本   22年9月期第1四半期  7,899百万円 21年9月期  8,480百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年9月期 ― ― ― 0.00 0.00
22年9月期 ―

22年9月期 
（予想）

― ― 0.00 0.00

3.  平成22年9月期の連結業績予想（平成21年10月1日～平成22年9月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

第2四半期 
連結累計期間

1,511 △17.0 △349 ― △383 ― △734 ― △18.14

通期 3,293 △11.9 △477 ― △494 ― △823 ― △20.35
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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  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で合理的と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績はさまざま
な要素により異なる結果となる可能性があることをご承知おきください。 

新規 1社 （社名 株式会社福島空港ＧＯＬＦ ＣＬＵＢ ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年9月期第1四半期 42,442,851株 21年9月期  42,442,851株

② 期末自己株式数 22年9月期第1四半期  2,000,688株 21年9月期  2,000,648株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年9月期第1四半期 40,442,181株 21年9月期第1四半期 40,442,296株
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定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間（平成21年10月１日～平成21年12月31日）におけるわが国経済は、経済対策の効果など

により一部持ち直しがみられたものの、企業収益や雇用環境のさらなる悪化に加え、円高やデフレ進行による影響な

ど依然厳しい状況が続きました。

　こうした状況のもと、インベストメント事業は不動産及び株式投資が主たる業務のため、不動産価格の下落及び株

価の低迷の影響により売上を計上できませんでした。

　また、当社グループの中核であるゴルフ・リゾート事業においては、株式会社福島空港ＧＯＬＦ　ＣＬＵＢが連結

の範囲に加わり、売上高が前年同四半期と比較して17百万円増加しております。しかしながら、ＩＴ事業の売上高は、

前年同四半期と比較して１億77百万円減少いたしました。

　この結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高８億23百万円（前年同四半期売上高９億75百万円）、営業

損失１億74百万円（前年同四半期営業損失１億13百万円）、経常損失１億93百万円（前年同四半期経常損失１億５百

万円）、四半期純損失５億80百万円（前年同四半期純損失２億95百万円）となりました。

　四半期純損失につきましては、ＩＴ事業の資産（サーバー）を回収可能価額まで減額したことによる減損損失の計

上額３億91百万円が主な要因であります。

　事業別セグメントの業績は次のとおりであります。

　なお、以下の売上高にはセグメント間の内部売上高または振替高を含んでおります。

①ゴルフ・リゾート事業

　ゴルフ・リゾート事業におきましては、株式会社福島空港ＧＯＬＦ　ＣＬＵＢが新規に連結の範囲に加わり、業績

は上向きに推移しております。この結果、売上高４億12百万円、（前年同四半期売上高３億95百万円）、営業損失72

百万円（前年同四半期営業損失74百万円）となりました。

②ファイナンス事業

　ファイナンス事業におきましては、営業貸付業務を縮小しております。この結果、売上高８百万円（前年同四半期

売上高８百万円）、営業損失１億７百万円（前年同四半期営業損失１億56百万円）となりました。営業損失の主な要

因は、営業貸付金の発生等、債権に対する貸倒引当金の計上１億13百万円であります。

③インベストメント事業

　インベストメント事業におきましては、当該事業を取巻く経済環境が先行き不透明な事もあり状況を静観しており

ます。この結果、売上高０円（前年同四半期売上高０円）、営業損失１百万円（前年同四半期営業損失２百万円）と

なりました。

④建設事業

　建設事業におきましては、公共事業の受注件数の減少や価格の低迷等がありました。徹底したコスト縮減等の営業

努力を行った結果、売上高３億64百万円（前年同四半期売上高３億57百万円）、営業損失５百万円（前年同四半期営

業利益１百万円）となりました。

⑤リアルエステート事業

　リアルエステート事業は不動産市況の回復が依然として鈍化していると分析しております。この結果、売上高０百

万円（前年同四半期売上高０円）、営業損失１百万円（前年同四半期営業損失８百万円）となりました。

⑥ＩＴ事業

　ＩＴ事業は、当第１四半期連結会計期間より、取引企業の経営状況が悪化し、今後の売上を見込むことが困難とな

りました。当第１四半期連結会計期間は、売上高40百万円（前年同四半期売上高２億17百万円）、営業利益13百万円

（前年同四半期営業利益１億26百万円）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債及び純資産の状況

　当第１四半期連結会計期間末の総資産は前第１四半期連結会計期間末に比べ39億13百万円減少し89億88百万円とな

りました。流動資産は17億68百万円減少し36億63百万円、固定資産は21億44百万円減少し53億24百万円となりました。

流動資産減少の主な要因は未収入金の減少21億26百万円、営業出資金の減少９億82百万円、現金及び預金の減少４億

30百万円、一方で貸倒引当金は13億67百万円減少、営業貸付金は６億44百万円増加しております。固定資産減少の主

な要因は、減損損失の計上に伴う土地の減少10億31百万円、工具、器具及び備品の減少９億２百万円、投資不動産の

減少６億96百万円、及び、貸倒引当金の増加18億74百万円であります。一方、破産更生債権等は15億51百万円、長期

未収入金は12億42百万円増加しました。負債合計は前第１四半期連結会計期間末に比べ93百万円減少し10億88百万円

となりました。負債合計の減少の主な要因は支払手形・工事未払金等の減少84百万円であります。純資産では利益剰

余金が37億89百万円減少し、78億99百万円となりました。
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（２）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期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、前第１四半期連結会計期間

末に比較して４億30百万円減少し25億51百万円となりました。

　当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

①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５億28百万円（前年同四半期は４億34百万円の使用）となりました。これは主に、営

業貸付金の増加６億99百万円によるものです。

②投資活動によるキャッシュ・フロー

　投資活動による資金の減少は88百万円（前年同四半期は１億62百万円の使用）となりました。これは主に、金銭債

権の買入れに伴う支出１億円によるものであります。

③財務活動によるキャッシュ・フロー

　財務活動による資金の減少は自己株式の取得による支出であります。　　

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当社グループは、当第１四半期連結会計期間において重要な四半期純損失を計上し、平成21年11月19日付にて発表

しました業績予想を修正しております。

　修正に至った主たる要因は下記のとおりであります。

①取引企業の経営状況悪化によりサーバー賃料の収入が見込めないこと。

②持分法による投資損失が41百万円発生したこと。

　この結果、通期の連結業績予想数値は１ページ【平成22年９月期の連結予想】に記載したとおりであります。

  なお、詳細は平成22年２月８日公表の「営業外損失の発生、特別損失の発生及び平成22年９月期第２四半期累計期

間（連結・個別）・通期（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

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）

１．連結の範囲の変更

　当第１四半期連結会計期間より、株式会社福島空港ＧＯＬＦ　ＣＬＵＢは重要性が増したため、連結の範囲に

含めております。

２．変更後の連結子会社の数

　６社　

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法

　当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められ

るため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。　

２．原価差異の配賦方法

　原価差異の配賦方法については、予定価格等を適用しているために原価差異が生じた場合、当該原価差異の棚

卸資産と売上原価への配賦を年度決算と比較して簡便的な方法によっております。　

３．固定資産の減価償却費の算定方法

　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ

ております。

４．税金費用の算定方法

　法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によっ

ております。　

５．棚卸資産の評価方法

　棚卸資産の簿価切り下げにあたっては、収益性が低下していることが明らかな棚卸資産についてのみ正味売却

額を見積り、簿価切り下げを行っております。
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（３）四半期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

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更

　請負工事に係る収益の計上基準については、従来、請負金額100,000千円以上かつ工期１年超の工事については

工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」

（企業会計基準第15号　平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第18号　平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計期間に着手し

た工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事について

は工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用してお

ります。

　これにより、売上高は83,757千円増加し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ

9,580千円減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。　

 

（４）事業等のリスク

　当第１四半期連結会計期間において新たに発生した事業等のリスクは、次のとおりであります。

　以下において、当社の事業展開上のリスク要因となる可能性のあると考えられる主な事項を記載しております。

また、必ずしも事業上のリスクとして具現化する可能性が高くないと見られる事項についても、投資家の投資判

断上、重要であると考えられる事項については、投資家及び株主に対する情報開示の観点から積極的に開示して

おります。なお、当社事業等はこれら以外にも様々なリスクを伴っており、ここに記載されたものがリスクの全

てではありません。当社は、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、その発生の回避及び発生の際に適

切な対応に努める方針でありますが、当社株式に関する投資判断は、以下の特別記載事項を慎重に検討のうえ行

われる必要があると考えられます。

　また、本項において将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は四半期報告書提出日現在において判

明したものです。　

１．ＩＴ事業　

　当社グループのＩＴ事業は、広域負荷分散型の大規模ストレージシステムネットワークの一部として、取引企

業にサーバーの提供を行い、コンテンツ配信並びに顧客データのバックアップを目的として、その容量を利用者

に貸し出すデータセンター事業を行っておりますが、当第１四半期連結会計期間において、取引企業の経営状況

が悪化しており、当社グループの業績に影響を与えております。

２．継続企業の前提に関する重要な事象等　

　当社グループは、当第１四半期連結会計期間において、ＩＴ事業で、今後の営業活動による損益が継続してマ

イナスとなるため、当社所有の資産であるサーバーに対して３億91百万円の減損損失を特別損失として計上して

おります。当第１四半期純損失は５億80百万円となり、対前年同四半期比で２億84百万円増加しております。

　当社グループは当該状況を解消すべく、平成21年12月より新経営体制に刷新するとともに、ゴルフ・リゾート

事業に経営資源を集中し、積極的な営業活動と一般管理費等の管理コストや効率的な人員配置による業務コスト

の削減を行うことにより、更なる収益改善に努めてまいります。　

　また、財務状況におきましても、当第１四半期連結会計期間末における現金及び預金の残高は25億51百万円で

あり、また、自己資本比率も87.9％と高水準を維持しております。

　従いまして、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,551,190 3,159,007

受取手形・完成工事未収入金等 252,225 407,720

リース投資資産（純額） 77,952 86,681

未成工事支出金 72,734 183,131

商品 10,370 12,752

材料貯蔵品 10,892 13,269

販売用不動産 48,867 24,972

営業貸付金 1,120,744 421,324

その他 177,342 230,681

貸倒引当金 △658,621 △562,184

流動資産合計 3,663,699 3,977,355

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 456,368 462,200

機械装置及び運搬具（純額） 34,983 37,907

工具、器具及び備品（純額） 12,388 434,132

土地 1,485,862 1,485,626

有形固定資産合計 1,989,603 2,419,866

無形固定資産   

その他 3,405 3,945

無形固定資産合計 3,405 3,945

投資その他の資産   

投資有価証券 108,870 109,730

関係会社株式 888,060 938,968

投資不動産 1,363,659 1,366,907

長期未収入金 1,250,551 1,163,061

破産更生債権等 1,922,916 1,922,927

その他 188,295 189,928

貸倒引当金 △2,390,899 △2,396,513

投資その他の資産合計 3,331,456 3,295,010

固定資産合計 5,324,465 5,718,823

資産合計 8,988,164 9,696,178

－6－

㈱Ａ．Ｃホールディングス（1783）　第１四半期決算短信



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 203,602 261,179

未払法人税等 18,461 18,411

賞与引当金 4,568 9,993

その他 356,711 421,359

流動負債合計 583,344 710,943

固定負債   

退職給付引当金 176,806 174,407

その他 328,464 330,214

固定負債合計 505,270 504,622

負債合計 1,088,615 1,215,565

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,500,000 3,500,000

資本剰余金 11,769,273 11,769,273

利益剰余金 △6,735,124 △6,154,922

自己株式 △604,076 △604,074

株主資本合計 7,930,072 8,510,276

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △30,523 △29,664

評価・換算差額等合計 △30,523 △29,664

純資産合計 7,899,549 8,480,612

負債純資産合計 8,988,164 9,696,178
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 975,686 823,823

売上原価 463,256 413,142

売上総利益 512,430 410,680

販売費及び一般管理費 626,309 585,073

営業損失（△） △113,879 △174,392

営業外収益   

受取利息 94 29

受取給付金 － 6,248

有価証券売却益 14,449 －

その他 13,415 18,535

営業外収益合計 27,958 24,813

営業外費用   

持分法による投資損失 13,806 41,907

その他 5,335 1,801

営業外費用合計 19,141 43,708

経常損失（△） △105,062 △193,288

特別利益   

貸倒引当金戻入額 15,010 40,758

前期損益修正益 － 1,702

その他 － 1,038

特別利益合計 15,010 43,499

特別損失   

投資有価証券売却損 3,124 －

固定資産除売却損 20 －

投資有価証券評価損 50,808 －

貸倒引当金繰入額 136,356 －

前期損益修正損 － 31,479

減損損失 － 392,514

特別損失合計 190,310 423,994

税金等調整前四半期純損失（△） △280,362 △573,782

法人税、住民税及び事業税 15,614 9,304

法人税等還付税額 － △2,889

法人税等合計 15,614 6,414

四半期純損失（△） △295,976 △580,196
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △280,362 △573,782

減価償却費 104,704 42,244

減損損失 － 392,514

貸倒引当金の増減額（△は減少） 185,267 90,822

その他の引当金の増減額（△は減少） 652 677

受取利息及び受取配当金 △94 △29

持分法による投資損益（△は益） 13,806 41,907

有価証券売却損益（△は益） △14,299 －

投資有価証券売却損益（△は益） 3,124 －

投資有価証券評価損益（△は益） 50,808 －

リース投資資産の増減額（△は増加） 7,733 8,728

売上債権の増減額（△は増加） △22,104 155,494

未成工事支出金の増減額（△は増加） △5,570 110,397

たな卸資産の増減額（△は増加） 8,447 △19,136

未収入金の増減額（△は増加） △414,172 14,481

営業出資金の増減額（△は増加） 15,000 －

営業貸付金の増減額（△は増加） 2,600 △699,420

仕入債務の増減額（△は減少） △2,987 △57,576

未成工事受入金の増減額（△は減少） △3,565 △35,857

未払消費税等の増減額（△は減少） △75,844 62,704

その他 △2,701 △60,211

小計 △429,557 △526,041

利息及び配当金の受取額 94 29

法人税等の支払額 △4,843 △2,325

営業活動によるキャッシュ・フロー △434,306 △528,337

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △80,180 －

有価証券の売却による収入 94,879 －

有形固定資産の取得による支出 △186,068 △3,099

投資有価証券の売却による収入 5,060 －

無形固定資産の取得による支出 △1,300 －

貸付金の回収による収入 141 600

金銭債権の買入れに伴う支出 － △100,000

その他 4,843 14,019

投資活動によるキャッシュ・フロー △162,623 △88,479

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △2 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △2 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △596,932 △616,817
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 9,001

現金及び現金同等物の期首残高 3,578,905 3,159,007

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,981,973 2,551,190
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（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前第１四半期連結累計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12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）

ＩＴ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
395,135 5,716 － 357,334 217,500 － 975,686 － 975,686

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

－ 3,181 － － － － 3,181 △3,181 －

計 395,135 8,898 － 357,334 217,500 － 978,867 △3,181 975,686

 営業利益又は営業

損失(△)
△74,696 △156,883 △2,467 1,471 126,910 △8,356 △114,022 142 △113,879

 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年10月１日　至平成21年12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）

ＩＴ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
412,600 6,250 － 364,318 40,500 154 823,823 － 823,823

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

－ 2,333 － － － － 2,333 △2,333 －

計 412,600 8,583 － 364,318 40,500 154 826,156 △2,333 823,823

 営業利益又は営業

損失(△)
△72,636 △107,137 △1,054 △5,399 13,447 △1,669 △174,450 57 △174,392

　（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 事業の内容

 ゴルフ・リゾート事業 ゴルフ場の買収、運営、会員の管理を行っております。

 ファイナンス事業 リース業、割賦販売、貸金業を行っております。

 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おります。

 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おります。

 ＩＴ事業 広域分散型のデータストレージ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おります。
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　　　　３．会計処理方法の変更

　　　　　前第１四半期連結累計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）

　　　　　（たな卸資産の評価に関する会計基準）

　当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７

月５日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べて、営業損失がゴルフ・リ

ゾート事業で3,150千円増加しております。

　　　　　（有形固定資産の減価償却に関する会計基準）

　当社及び連結子会社は、従来、主として定額法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より、

平成20年10月１日以降に取得した建物を除く有形固定資産の減価償却の方法を定率法に変更しております。

この変更は、投下資本の早期回収を通じて、より合理的な期間損益計算を行うため及び財務体質の強化を図

るために行ったものであります。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べて、営業利益がＩＴ事業

で13,600千円減少しております。

　　　　　（リース取引に関する会計基準）

  所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審

議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が

平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになっ

たことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を早期適用し、通常の売買取引に係る会

計処理によっております。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べて、ファイナンス事業の営業損

失に与える影響は軽微であります。

 

　　　　　当第１四半期連結累計期間（自平成21年10月１日　至平成21年12月31日）

　　　　　（工事契約に関する会計基準）

　請負工事に係る収益の計上基準については、従来、請負金額100,000千円以上かつ工期１年超の工事につい

ては工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する

会計基準」（企業会計基準第15号　平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第18号　平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連

結会計期間に着手した工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が

認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事について

は工事完成基準を適用しております。

　この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べて、建設事業の売上高は83,757千円増加し、営業損失

は 9,580千円減少しております。

〔所在地別セグメント情報〕

  前第１四半期連結累計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）及び当第１四半期連結累計期間（自

平成21年10月１日　至平成21年12月31日）

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。　

〔海外売上高〕

　第１四半期連結累計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）及び当第１四半期連結累計期間（自平

成21年10月１日　至平成21年12月31日）　

　海外売上高がないため該当事項はありません　

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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