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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23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23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 ％

23年９月期第３四半期 2,097 103.2 △415 ― △330 ― 432 ―
22年９月期第３四半期 2,032 ― △263 ― △420 ― △636 ―

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

23年９月期第３四半期 10 69 ― ―
22年９月期第３四半期 △15 75 ― ―

(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

23年９月期第３四半期 9,239 8,043 87.1 198 90
22年９月期 8,752 7,638 87.3 188 88

（参考）自己資本 23 年９月期第３四半期 8,043 百万円 22 年９月期 7,638 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 ％

23年９月期第３四半期 2,097 3.2 △413 ― △330 ― 4 ―
22年９月期第３四半期 2,032 △26.1 △263 ― △413 ― △630 ―

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

23年９月期第３四半期 0 12 ― ―
22年９月期第３四半期 △15 58 ― ―

(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

23年９月期第３四半期 9,239 8,043 87.1 198 90
22年９月期 9,156 8,042 87.8 198 86

（参考）自己資本 23 年９月期第３四半期 8,043 百万円 22 年９月期 8,042 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)

この結果、当第３四半期連結会計期間の業績は、売上高７億92百万円（前年同四半期売上高７億41百万円）、

営業損失１億23百万円（前年同四半期営業損失57百万円）、経常損失１億46百万円（前年同四半期経常損失59

百万円）、四半期純利益２億13百万円（前年同四半期 四半期純損失２億16百万円）となりました。

① ゴルフ・リゾート事業

この結果、売上高３億94百万円（前年同四半期売上高４億３百万円）、営業損失１億11百万円（前年同四半

期営業損失53百万円）となりました。

(訂正後)

この結果、当第３四半期連結会計期間の業績は、売上高７億92百万円（前年同四半期売上高７億41百万円）、

営業損失１億20百万円（前年同四半期営業損失57百万円）、経常損失１億46百万円（前年同四半期経常損失59

百万円）、四半期純利益２億13百万円（前年同四半期 四半期純損失２億16百万円）となりました。

① ゴルフ・リゾート事業

この結果、売上高３億94百万円（前年同四半期売上高４億３百万円）、営業損失１億８百万円（前年同四半

期営業損失53百万円）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、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４億86百万円増加し、92億39百万円

となりました。

流動資産は３億39百万円増加し41億２百万円、固定資産は１億46百万円増加し51億37百万円となりました。

<省略>

固定資産は、有形固定資産が６億72百万円増加した一方、投資その他の資産が、５億25百万円減少し、

合計で１億46百万円増加となりました。

<省略>

投資その他の資産では、関係会社株式が４億45百万円、長期貸付金が70百万円、投資その他の資産の「そ

の他」は、流動資産の営業貸付金からの振替による増加４億23百万円等により４億３百万円増加したのに対

し、長期未収入金の減少６億95百万円、仮差押の解除による減少５億67百万円、貸倒引当金の増加１億82

百万円があり、全体として５億25百万円の減少となりました。

（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83百万円増加し、92億39百万円とな

りました。

流動資産は３億39百万円増加し41億２百万円、固定資産は２億56百万円減少し51億37百万円となりました。

<省略>

固定資産は、有形固定資産が６億72百万円増加した一方、投資その他の資産が、９億29百万円減少し、

合計で２億56百万円減少となりました。

<省略>

投資その他の資産では、長期貸付金が70百万円、投資その他の資産の「その他」は、流動資産の営業貸付

金からの振替による増加４億23百万円等により４億３百万円増加したのに対し、長期未収入金の減少６億95

百万円、仮差押の解除による減少５億67百万円、貸倒引当金の増加１億82百万円があり、全体として９億29

百万円の減少となりました。



３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

（訂正前）

当第３四半期連結会計期間
末

(平成23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22年９月30日)

資産の部

固定資産

投資その他の資産

関係会社株式 1,103,543 657,549

長期貸付金 238,800 168,300

長期未収入金 467,209 1,162,604

破産更生債権等 1,923,924 1,923,799

仮差押 － 567,892

その他 689,632 286,282

貸倒引当金 △2,556,929 △2,374,398

投資その他の資産合計 1,866,174 2,392,031

固定資産合計 5,137,378 4,990,529

資産合計 9,239,545 8,752,981

純資産の部

株主資本

資本金 3,500,000 3,500,000

資本剰余金 5,650,811 11,769,273

利益剰余金 △448,328 △6,998,940

自己株式 △604,076 △604,076

株主資本合計 8,098,406 7,666,256

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △24,557 △27,456

土地再評価差額金 △6,153 △6,153

為替換算調整勘定 △23,815 △17,460

評価・換算差額等合計 △54,525 △51,069

純資産合計 8,043,881 7,638,878

負債純資産合計 9,239,545 8,752,981



（訂正後）

当第３四半期連結会計期間
末

(平成23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22年９月30日)

資産の部

固定資産

投資その他の資産

関係会社株式 1,103,543 1,061,022

長期貸付金 238,800 168,300

長期未収入金 467,209 1,162,604

破産更生債権等 1,923,924 1,923,799

仮差押 － 567,892

その他 689,632 286,282

貸倒引当金 △2,556,929 △2,374,398

投資その他の資産合計 1,866,174 2,795,504

固定資産合計 5,137,378 5,394,002

資産合計 9,239,545 9,156,454

純資産の部

株主資本

資本金 3,500,000 3,500,000

資本剰余金 5,650,811 11,769,273

利益剰余金 △448,328 △6,571,775

自己株式 △604,076 △604,076

株主資本合計 8,098,406 8,093,421

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △24,557 △51,069

土地再評価差額金 △6,153 －

為替換算調整勘定 △23,815 －

評価・換算差額等合計 △54,525 △27,377

純資産合計 8,043,881 8,042,351

負債純資産合計 9,239,545 9,156,454



（２）四半期損益計算書

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 21 年 10 月１日

至 平成22年６月30日)

当第３四半期連結累計
期間

(自 平成 22年 10 月１日

至 平成23年６月30日)
販売費及び一般管理費 ※1,280,904 ※1,349,856

営業損失（△） △263,197 △415,920

営業外収益

受取利息 404 12,018

受取配当金 63 1,092

受取給付金 11,744 9,606

持分法による投資利益 － 48,876

投資不動産賃料 － 22,036

その他 81,754 36,017

営業外収益合計 93,787 129,647

営業外費用

持分法による投資損失 219,511 －

投資不動産賃貸費用 － 26,742

その他 31,792 17,606

営業外費用合計 251,303 44,349

経常損失（△） △420,713 △330,622

特別利益

固定資産売却益 1,506 2,917

貸倒引当金戻入額 100,134 235,922

債権譲渡益 150,000 －

競売による配当益 － 113,979

前期損益修正益 5,108 103

その他 11,632 5,262

特別利益合計 268,382 358,185

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（△）
△630,377 11,617

四半期純利益又は四半期期純損失（△） △636,877 432,149



（訂正後）

（単位：千円）

前第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)

当第３四半期連結累計
期間

(自 平成 22年 10 月１日

至 平成23年６月30日)

販売費及び一般管理費 ※1,280,904 ※1,346,936

営業損失（△） △263,197 △413,000

営業外収益

受取利息 404 12,018

受取配当金 63 1,092

受取給付金 11,744 9,606

持分法による投資利益 － 48,876

投資不動産賃料 － 22,036

その他 81,754 33,097

営業外収益合計 93,787 126,727

営業外費用

持分法による投資損失 212,710 －

投資不動産賃貸費用 － 26,742

その他 31,792 17,606

営業外費用合計 244,502 44,349

経常損失（△） △413,912 △330,622

特別利益

固定資産売却益 1,506 2,917

貸倒引当金戻入額 100,134 235,922

債権譲渡益 150,000 －

競売による配当益 － 113,979

前期損益修正益 5,108 103

その他 11,632 5,262

特別利益合計 268,382 358,185

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（△）
△623,576 11,617

四半期純利益又は四半期期純損失（△） △630,076 4,984



（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 21 年 10 月１日

至 平成22年６月30日)

当第３四半期連結累計
期間

(自 平成 22 年 10 月１日

至 平成23年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）
△630,377 438,782

持分法による投資損益（△は益） 219,511 △48,876

持分法過年度修正損益（△は益） ― △427,165

（訂正後）

（単位：千円）

前第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)

当第３四半期連結累計
期間

(自 平成 22 年 10 月１日

至 平成 23年６月 30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）
△623,576 11,617

持分法による投資損益（△は益） 212,710 △48,876



（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

（訂正前）

当第３四半期連結累計期間(自 平成 22 年 10 月１日 至 平成 23 年６月 30 日)

報告セグメント 調整額
(千円)
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(千円)
(注)２

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)

計
(千円)

＜省 略＞

セグメント利益
又は損失(△)

△374,746 △7,054 △29,449 △6,291 4,966 △412,575 △3,345 △415,920

当第３四半期連結会計期間(自 平成 23 年４月１日 至 平成 23 年６月 30 日)

報告セグメント 調整額
(千円)
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(千円)
(注)２

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)

計
(千円)

＜省 略＞

セグメント利益
又は損失(△)

△111,190 3071 ― △12,218 △2,096 △122,435 △739 △123,174



（訂正後）

当第３四半期連結累計期間(自 平成 22 年 10 月１日 至 平成 23 年６月 30 日)

報告セグメント 調整額
(千円)
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(千円)
(注)２

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)

計
(千円)

＜省 略＞

セグメント利
益 又 は 損 失
(△)

△371,826 △7,054 △29,449 △6,291 4,966 △409,655 △3,345 △413,000

当第３四半期連結会計期間(自 平成 23 年４月１日 至 平成 23 年６月 30 日)

報告セグメント
調整額
(千円)
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(千円)
(注)２

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)

計
(千円)

＜省 略＞

セグメント利
益 又 は 損 失
(△)

△108,270 3,071 ― △12,218 △2,096 △119,515 △739 △120,254


