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1.  平成22年9月期第2四半期の連結業績（平成21年10月1日～平成22年3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2四半期 1,291 △29.1 △335 ― △490 ― △853 ―

21年9月期第2四半期 1,820 ― △86 ― 38 ― △416 ―

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2四半期 △21.10 ―

21年9月期第2四半期 △10.30 ―

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2四半期 8,737 7,627 87.3 188.60
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2四半期  7,627百万円 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 3,066 △17.9 △484 ― △622 ― △676 ― △16.71
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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2四半期 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2四半期  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2四半期 40,442,172株 21年9月期第2四半期 40,442,274株
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 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一昨年の世界的な金融危機に伴う急激な景気悪化の後、年度後

半になり、経済対策やアジア向けの輸出により、一部に景気の持ち直しの動きが見られるようになったものの、個人

所得の減少や株価の下落等により内需は停滞し、企業収益や雇用情勢の回復の動きも弱く、円高やデフレの進行によ

り厳しい状況が続きました。 

 こうした経済状況のもとで、インベストメント事業においては不動産価格の下落及び株価の低迷の影響により、売

上を計上することができませんでした。ＩＴ事業においては、取引先企業の経営悪化により、前年同四半期連結累計

期間と比較して３億94百万円売上高が減少いたしました。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ましたが、天候不順が影響し、売上高が、前

年同四半期連結累計期間と比較して７百万円減少しております。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高12億91百万円（前年同四半期売上高18億20百万円）、営業

損失３億35百万円（前年同四半期営業損失86百万円）、経常損失４億90百万円（前年同四半期経常利益38百万円）、

四半期純損失８億53百万円（前年同四半期純損失４億16百万円）となりました。 

  

 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が新規の連結に加わりましたが、天

候不順が影響し、客数が伸び悩みました。この結果、売上高６億12百万円、（前年同四半期売上高６億19百万円）、

営業損失２億35百万円（前年同四半期営業損失２億７百万円）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19百万円（前年同四半期

売上高17百万円）、営業損失97百万円（前年同四半期営業損失１億54百万円）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におきましては、当該事業を取り巻く経済環境が先行き不透明なこともあり、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

努力を行いましたが、売上高６億23百万円（前年同四半期売上高７億54百万円）、営業損失23百万円（前年同四半期

営業利益８百万円）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３百万円（前年同四半期営業損失17百万円）となりました。 

⑥ＩＴ事業 

 ＩＴ事業は、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、当第２四半期連結会計期間では、売上

を計上することが困難となりました。この結果、売上高40百万円（前年同四半期売上高４億35百万円）、営業利益25

百万円（前年同四半期営業利益２億54百万円）となりました。 

  

（１）財政状態の分析 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ９億58百万円減少し、87億37百万円となり

ました。 

 流動資産は４億49百万円減少し35億27百万円、固定資産は５億９百万円減少し52億９百万円となりました。流

動資産減少の主な要因は現金及び預金の減少７億３百万円、受取手形・完成工事未収入金等の減少１億76百万

円、未成工事支出金の減少１億24百万円等ありますが、一方、営業貸付金が６億99百万円増加しております。  

 固定資産減少の主な要因は、減損損失の計上等に伴う工具、器具及び備品の減少４億21百万円であります。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ１億５百万円減少し11億９百万円となりました。減少の主な要因は、支

払手形・工事未払金等の減少70百万円であります。 

 純資産は利益剰余金が８億53百万円減少し76億27百万円となりました。 

  

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四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、前連結会計年度末に比

較して７億３万円減少し24億55百万円となりました。 

 当第２四半期連結累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６億39百万円（前年同四半期は５億20百万円の減少）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73百万円（前年同四半期は３億49百万円の減少）となりました。これは主に、金

銭債権の買入に伴う支出によるものです。 

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ものであります。 

  

 当社グループは、当第２四半期連結累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建設事業における公共事業の減少、及び受注競争激化。ゴルフ・リゾート事業における当第２四半期連結会計期間

 の天候不順による売上高の減少。 

②持分法による投資損失が当第２四半期連結会計期間において１億６百万円発生したこと。  

 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月期の連結業績予想】に記載したとおりであります。

なお、詳細は平成22年５月７日公表の「営業外損失（連結）の発生、特別損失（個別）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。 

  

  

１．連結の範囲の変更 

 第１四半期連結累計期間より、株式会社福島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数 

 ６社  

  

１．一般債権の貸倒見積高の算出 

 当第２四半期連結累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。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（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
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（会計処理基準に関する事項の変更） 

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、第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手

した工事契約から、当第２四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、当第２四半期連結累計期間の売上高は115,030千円増加し、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11,165千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。  

（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
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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２四半期連結会計期間末
(平成22年３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 2,455,578 3,159,007

受取手形・完成工事未収入金等 230,944 407,720

リース投資資産（純額） 65,134 86,681

未成工事支出金 58,619 183,131

商品 8,092 12,752

材料貯蔵品 12,867 13,269

販売用不動産 50,030 24,972

営業貸付金 1,120,714 421,324

その他 167,359 230,681

貸倒引当金 △641,852 △562,184

流動資産合計 3,527,488 3,977,355

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 447,862 462,200

機械装置及び運搬具（純額） 35,073 37,907

工具、器具及び備品（純額） 12,604 434,132

土地 1,485,862 1,485,626

有形固定資産合計 1,981,403 2,419,866

無形固定資産   

その他 2,865 3,945

無形固定資産合計 2,865 3,945

投資その他の資産   

投資有価証券 105,203 109,730

関係会社株式 781,413 938,968

投資不動産 1,360,022 1,366,907

長期未収入金 1,257,230 1,163,061

破産更生債権等 1,922,906 1,922,927

その他 186,819 189,928

貸倒引当金 △2,388,154 △2,396,513

投資その他の資産合計 3,225,440 3,295,010

固定資産合計 5,209,708 5,718,823

資産合計 8,737,197 9,696,178
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年３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 190,870 261,179

未払法人税等 23,522 18,411

賞与引当金 5,565 9,993

その他 378,818 421,359

流動負債合計 598,776 710,943

固定負債   

退職給付引当金 181,096 174,407

その他 329,992 330,214

固定負債合計 511,088 504,622

負債合計 1,109,864 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 △7,008,153 △6,154,922

自己株式 △604,076 △604,074

株主資本合計 7,657,044 8,510,276

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △29,711 △29,664

評価・換算差額等合計 △29,711 △29,664

純資産合計 7,627,332 8,480,612

負債純資産合計 8,737,197 9,696,178

－7－

㈱Ａ．Ｃホールディングス(1783)　第２四半期決算短信



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 1,820,349 1,291,228

売上原価 935,426 666,569

売上総利益 884,923 624,659

販売費及び一般管理費 971,085 959,946

営業損失（△） △86,162 △335,286

営業外収益   

受取利息 1,528 384

受取給付金 5,271 6,248

有価証券売却益 14,449 －

持分法による投資利益 77,498 －

その他 35,354 14,955

営業外収益合計 134,101 21,588

営業外費用   

持分法による投資損失 － 148,554

その他 9,157 28,345

営業外費用合計 9,157 176,900

経常利益又は経常損失（△） 38,782 △490,598

特別利益   

貸倒引当金戻入額 16,843 58,365

前期損益修正益 287 5,049

その他 5,796 5,218

特別利益合計 22,928 68,633

特別損失   

投資有価証券売却損 3,124 705

投資不動産売却損 111,891 －

固定資産除売却損 22 0

投資有価証券評価損 55,508 －

貸倒引当金繰入額 298,973 －

前期損益修正損 － 31,479

減損損失 － 392,883

その他 － 659

特別損失合計 469,519 425,727

税金等調整前四半期純損失（△） △407,809 △847,692

法人税、住民税及び事業税 8,688 8,422

法人税等還付税額 － △2,889

法人税等合計 8,688 5,532

四半期純損失（△） △416,497 △853,225
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 844,663 467,405

売上原価 472,170 253,426

売上総利益 372,493 213,978

販売費及び一般管理費 395,561 374,872

営業損失（△） △23,068 △160,893

営業外収益   

受取利息 1,434 355

受取給付金 5,271 －

持分法による投資利益 91,304 －

その他 21,939 5,485

営業外収益合計 119,949 5,840

営業外費用   

持分法による投資損失 － 106,647

その他 3,822 35,610

営業外費用合計 3,822 142,257

経常利益又は経常損失（△） 93,058 △297,310

特別利益   

貸倒引当金戻入額 52,619 17,607

前期損益修正益 287 3,347

その他 5,796 4,179

特別利益合計 58,704 25,133

特別損失   

投資有価証券売却損 － 705

投資不動産売却損 111,891 －

固定資産除売却損 1 0

投資有価証券評価損 4,699 －

貸倒引当金繰入額 162,616 －

減損損失 － 368

その他 － 659

特別損失合計 279,209 1,733

税金等調整前四半期純損失（△） △127,446 △273,910

法人税、住民税及び事業税 △6,925 △881

法人税等合計 △6,925 △881

四半期純損失（△） △120,521 △273,028
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３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（△） △407,809 △847,692

減価償却費 217,289 55,788

のれん償却額 1,402 －

減損損失 － 392,883

貸倒引当金の増減額（△は減少） 295,264 71,309

その他の引当金の増減額（△は減少） 6,740 2,315

受取利息及び受取配当金 △1,528 △384

持分法による投資損益（△は益） △77,498 148,554

有価証券売却損益（△は益） △14,299 －

投資有価証券売却損益（△は益） 3,124 705

投資有価証券評価損益（△は益） 55,508 －

投資不動産売却損益（△は益） 111,891 －

リース投資資産の増減額（△は増加） 15,497 17,501

売上債権の増減額（△は増加） △190,332 176,776

未成工事支出金の増減額（△は増加） 31,501 124,511

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,717 △19,996

未収入金の増減額（△は増加） △440,690 △4,428

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） 39,510 △699,390

仕入債務の増減額（△は減少） △28,185 △70,309

未成工事受入金の増減額（△は減少） △73,953 △51,867

未払消費税等の増減額（△は減少） △103,350 54,387

その他 29,191 13,845

小計 △509,009 △635,489

利息及び配当金の受取額 1,528 384

法人税等の支払額 △13,471 △4,081

営業活動によるキャッシュ・フロー △520,951 △639,187

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 △374,420 △2,864

投資有価証券の売却による収入 5,060 3,775

関係会社株式の取得による支出 △3,000 －

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 284 900

金銭債権の買入れに伴う支出 － △100,000

その他 9,628 24,948

投資活動によるキャッシュ・フロー △349,048 △73,240

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） △870,003 △712,429

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 2,425 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 2,711,328 2,455,578
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 該当事項はありません。 

  

 前第２四半期連結累計期間（自平成20年10月１日 至平成21年３月31日） 

  

 当第２四半期連結累計期間（自平成21年10月１日 至平成22年３月31日） 

 （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 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
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 
 619,698  11,262  －  754,389  －  435,000  1,820,349  －  1,820,349

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 －  6,213  －  －  －  －  6,213  △6,213  －

計  619,698  17,475  －  754,389  －  435,000  1,826,563  △6,213  1,820,349

 営業利益又は営

業損失(△) 
 △207,508  △154,350  △2,467  8,223  △17,192  254,820  △118,474  32,312  △86,162

  
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 
 612,391  14,845  －  623,151  340  40,500  1,291,228  －  1,291,228

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 －  4,385  －  －  －  －  4,385  △4,385  －

計  612,391  19,231  －  623,151  340  40,500  1,295,614  △4,385  1,291,228

 営業利益又は営業

損失(△) 
 △235,512  △97,054  △1,055  △23,243  △3,648  25,044  △335,470  184  △335,286

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、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。  

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。 

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。 
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３．会計処理方法の変更 

  前第２四半期連結累計期間（自平成20年10月１日 至平成21年３月31日）  

（たな卸資産の評価に関する会計基準） 

 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、当第２四半期連結累計期

間の営業損失がゴルフ・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、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、当第２四半期連結累計

期間の営業損失ががゴルフ・リゾート事業で241千円増加しております。 

（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、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、当第２四半期連結累計期

間の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２四半期連結累計期間（自平成21年10月１日 至平成22年３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、第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期

連結会計期間に着手した工事契約から、当第２四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に比べて、建設事業の売上高は115,030千円増加し、営業損失

は11,165千円減少しております。 

   

 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。 

  

  

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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