
平成25年12月26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 金井 壮

（JASDAQ コード１７８３）

問合せ先 経理事務連絡担当 平林 友伸

（TEL 03-5473-7722）

（訂正）「平成22年９月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

当社は、平成22年８月10日に発表した表記開示資料について訂正がありましたので、下記のと

おりお知らせします。訂正箇所は下線を付して表示しております。

記

【訂正箇所】

サマリー情報

＜訂正前＞

(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月第３四半期 2,032 △26.1 △263 ― △420 ― △636 ―
21年９月第３四半期 2,749 ― △112 ― △12 ― △461 ―

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月第３四半期 △15 75 ― ―
21年９月第３四半期 △11 42 ― ―

(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

22年９月第３四半期 8,910 7,841 88.0 193 89
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 3 四半期 7,841 百万円 21 年９月期 8,480 百万円



＜訂正後＞

(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月第３四半期 2,032 △26.1 △263 ― △413 ― △630 ―
21年９月第３四半期 2,749 △16.4 △112 ― △6 ― △455 ―

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月第３四半期 △15 58 ― ―
21年９月第３四半期 △11 27 ― ―

(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

22年９月第３四半期 9,314 8,245 88.5 203 89
21年９月期 10,078 8,863 87.9 219 16

（参考）自己資本 22 年９月期第 3 四半期 8,245 百万円 21 年９月期 8,863 百万円



１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
（１）連結経営成績に関する定性的情報

(訂正前)

経常損失４億20百万円(前年同四半期経常損失12百万円)、 四半期純損失６億36百万円（前年同四半

期純損失４億61百万円）となりました。

(訂正後)

経常損失４億13百万円(前年同四半期経常損失6百万円)、四半期純損失６億30百万円（前年同四半期

純損失４億55百万円）となりました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（資産、負債及び純資産の状況）

（訂正前）

当第３四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７億 86 百万円減少し、89 億 10

百万円となりました。

流動資産は６億 41 百万円減少し 33 億 36 百万円、固定資産は１億 44 百万円減少し 55 億 74 百万

円となりました。

<省略>

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 20 百万円、関

係会社株式の減少２億 28 百万円（主な要因は持分法による投資損失２億 19 百万円）等であります。

<省略>

純資産では利益剰余金が６億 36 百万円減少し、78 億 41 百万円となりました。

（訂正後）

当第３四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７億 64 百万円減少し、93 億 14

百万円となりました。

流動資産は６億 41 百万円減少し 33 億 36 百万円、固定資産は１億 23 百万円減少し 59 億 78 百万

円となりました。

<省略>

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 20 百万円、関

係会社株式の減少２億６百万円等であります。

<省略>

純資産では利益剰余金が６億 30 百万円減少し、82 億 45 百万円となりました。



３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

（訂正前）

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末

(平成22年６月30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

固定資産

投資その他の資産

投資有価証券 101,776 109,730

関係会社株式 710,456 938,968

投資不動産 ※2 1,305,103 ※2 1,366,907

長期未収入金 1,147,868 1,163,061

破産更生債権等 1,922,869 1,922,927

仮差押金 ※4 567,892 ―

その他 185,273 189,928

貸倒引当金 △2,353,023 △2,396,513

投資その他の資産合計 3,588,216 3,295,010

固定資産合計 5,574,000 5,718,823

資産合計 8,910,148 9,696,178

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 △6,791,805 △6,154,922

自己株式 △604,076 △604,074

株主資本合計 7,873,392 8,510,276

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △32,017 △29,664

評価・換算差額等合計 △32,047 △29,664

純資産合計 7,841,374 8,480,612

負債純資産合計 8,910,148 9,696,178



（訂正後）

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末

(平成22年６月30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

固定資産

投資その他の資産

投資有価証券 101,776 109,730

関係会社株式 1,114,682 1,321,602

投資不動産 ※2 1,305,103 ※2 1,366,907

長期未収入金 1,147,868 1,163,061

破産更生債権等 1,922,869 1,922,927

仮差押金 ※4 567,892 ―

その他 185,273 189,928

貸倒引当金 △2,353,023 △2,396,513

投資その他の資産合計 3,992,442 3,677,644

固定資産合計 5,978,226 6,101,457

資産合計 9,314,374 10,078,812

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 △6,364,682 △5,734,600

自己株式 △604,076 △604,074

株主資本合計 8,300,515 8,930,598

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △32,087 △29,692

土地再評価差額金 △6,153 △6,153

為替換算調整勘定 △16,674 △31,507

評価・換算差額等合計 △54,914 △67,352

純資産合計 8,245,600 8,863,246

負債純資産合計 9,314,374 10,078,812



（２）四半期連結損益計算書

第３四半期連結累計期間

（訂正前）

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自 平成 20 年 10 月１日

至 平成 21 年６月 30 日)

当第３四半期連結累計期間

(自 平成 21 年 10 月１日

至 平成 22 年６月 30 日)

営業外収益

受取利息 1,591 404

受取配当金 63 63

有価証券売却益 14,449 －

受取給付金 11,108 11,744

持分法による投資利益 49,123 －

その他 33,550 81,574

営業外収益合計 109,888 93,787

営業外費用

持分法による投資損失 － 212,511

その他 10,373 31,792

営業外費用合計 10,373 251,303

経常損失（△） △12,784 △420,713

税金等調整前四半期純損失（△） △452,098 △630,377

法人税、住民税及び事業税 9,747 9,389

法人税等還付税額 － △2,889

法人税等合計 9,747 6,499

四半期純損失（△） △461,845 △636,877



（訂正後）

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自 平成 20 年 10 月１日

至 平成 21 年６月 30 日)

当第３四半期連結累計期間

(自 平成 21 年 10 月１日

至 平成 22 年６月 30 日)

営業外収益

受取利息 1,591 404

受取配当金 63 63

有価証券売却益 14,449 －

受取給付金 11,108 11,744

持分法による投資利益 55,259 －

その他 33,550 81,574

営業外収益合計 116,024 93,787

営業外費用

持分法による投資損失 － 212,710

その他 10,373 31,792

営業外費用合計 10,373 244,502

経常損失（△） △6,648 △413,912

税金等調整前四半期純損失（△） △445,962 △623,576

法人税、住民税及び事業税 9,747 9,389

法人税等還付税額 － △2,889

法人税等合計 9,747 6,499

四半期純損失（△） △455,709 △630,076



第３四半期連結会計期間

（訂正前）

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間

(自 平成 21 年４月１日

至 平成 21 年６月 30 日)

当第３四半期連結会計期間

(自 平成 22 年４月１日

至 平成 22 年６月 30 日)

営業外費用

持分法による投資損失 28,374 70,957

その他 3,018 3,446

営業外費用合計 31,392 74,403

経常損失（△） △51,566 △59,741

税金等調整前四半期純利益又は

税金等調整前四半期純損失（△）

△44,289 217,314

法人税、住民税及び事業税 1,058 966

法人税等合計 1,058 966

四半期純損失（△） △45,347 216,348

（訂正後）

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間

(自 平成 21 年４月１日

至 平成 21 年６月 30 日)

当第３四半期連結会計期間

(自 平成 22 年４月１日

至 平成 22 年６月 30 日)

営業外費用

持分法による投資損失 28,374 64,262

その他 3,018 3,446

営業外費用合計 31,392 67,708

経常損失（△） △51,566 △53,046

税金等調整前四半期純利益又は

税金等調整前四半期純損失（△）

△44,289 224,009

法人税、住民税及び事業税 1,058 966

法人税等合計 1,058 966

四半期純損失（△） △45,347 223,043



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（訂正前）

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自 平成 20 年 10 月１日

至 平成21年６月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自 平成 21 年 10 月１日

至 平成 22 年６月 30 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（△） △452,098 △630,377

持分法による投資損益（△は益） △49,123 219,511

（訂正後）

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自 平成 20 年 10 月１日

至 平成21年６月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自 平成 21 年 10 月１日

至 平成 22 年６月 30 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（△） △445,962 △623,576

持分法による投資損益（△は益） △55,259 212,710


