
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23年９月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

当社は、平成23年２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１四半期 770 △6.4 △91 ― △152 ― 286 ―
22年９月期第１四半期 823 ― △174 ― △193 ― △580 ―

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１四半期 7 09 ― ―
22年９月期第１四半期 △14 35 ― ―

(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１四半期 9,057 7,903 87.3 195 42
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 1 四半期 7,903 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１四半期 770 △6.4 △91 ― △152 ― △140 ―
22年９月期第１四半期 823 △15.6 △174 ― △193 ― △580 ―

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１四半期 △3 47 ― ―
22年９月期第１四半期 △14 35 ― ―

(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１四半期 9,057 7,903 87.3 195 42
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 1 四半期 7,903 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）

＜省略＞

この結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高７億70百万円（前年同四半期売上高８億23百万円）、

営業損失91百万円（前年同四半期営業損失１億74百万円）、経常損失１億52百万円（前年同四半期経常損失

１億93百万円）、四半期純利益２億86百万円（前年同四半期四半期純損失５億80百万円）となりました。

四半期純利益につきましては、関係会社株式に対する持分法過年度修正益４億27百万円が主な要因であり

ます。

（訂正後）

＜省略＞

この結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高７億70百万円（前年同四半期売上高８億23百万

円）、営業損失91百万円（前年同四半期営業損失１億74百万円）、経常損失１億52百万円（前年同四半期経

常損失１億93百万円）、四半期純損失１億40百万円（前年同四半期四半期純損失５億80百万円）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１四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３億4百万円増加し90億57百万円とな

りました。流動資産は３億46百万円増加し41億８百万円、固定資産は41百万円減少し49億49百万円となりま

した。

流動資産増加の主な要因は、仮差押が解除されたことに伴い、預け金が５億67百万円増加し、一方、現

金及び預金が１億89百万円減少したことによります。

固定資産は、関係会社株式が３億22百万円、長期貸付金が２億18百万円増加したのに対し、仮差押の解

除による減少５億67百万円があったため、全体として減少となりました。

（訂正後）

当第１四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98百万円減少し90億57百万円となり

ました。流動資産は３億46百万円増加し41億８百万円、固定資産は４億44百万円減少し49億49百万円となり

ました。

流動資産増加の主な要因は、仮差押が解除されたことに伴い、預け金が５億67百万円増加し、一方、現

金及び預金が１億89百万円減少したことによります。

固定資産は、長期貸付金が２億18百万円増加したのに対し、仮差押の解除による減少５億67百万円があ

ったため、全体として減少となりました。



３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

（訂正前）

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成22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 980,493 657,549

長期貸付金 386,300 168,300

長期未収入金 1,169,350 1,162,604

破産更生債権等 1,923,887 1,923,799

仮差押 － 567,892

その他 699,487 286,282

貸倒引当金 △2,803,504 △2,374,398

投資その他の資産合計 2,356,015 2,392,031

固定資産合計 4,949,277 4,990,529

資産合計 9,057,896 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 △593,844 △6,998,940

自己株式 △604,076 △604,076

株主資本合計 7,952,890 7,666,256

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △25,376 △27,377

土地再評価差額金 △6,153 －

為替換算調整勘定 △18,072 －

評価・換算差額等合計 △49,601 △27,377

純資産合計 7,903,288 7,638,878

負債純資産合計 9,057,896 8,752,981



（訂正後）

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成22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 980,493 1,061,022

長期貸付金 386,300 168,300

長期未収入金 1,169,350 1,162,604

破産更生債権等 1,923,887 1,923,799

仮差押 － 567,892

その他 699,487 286,282

貸倒引当金 △2,803,504 △2,374,398

投資その他の資産合計 2,356,015 2,795,504

固定資産合計 4,949,277 5,394,002

資産合計 9,057,896 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 △593,844 △6,571,775

自己株式 △604,076 △604,076

株主資本合計 7,952,890 8,093,421

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △25,376 △27,456

土地再評価差額金 △6,153 △6,153

為替換算調整勘定 △18,072 △17,460

評価・換算差額等合計 △49,601 △51,069

純資産合計 7,903,288 8,042,351

負債純資産合計 9,057,896 9,156,454



（２）四半期連結損益計算書

第 1 四半期連結累計期間

（訂正前）

（単位：千円）

前第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)

当第1四半期連結累計期間

(自 平成22年10月１日

至 平成22年12月31日)

特別利益

貸倒引当金戻入額 40,758 16,100

持分法過年度修正益 － 427,165

前期損益修正益 1,702 103

その他 1,038 5,046

特別利益合計 43,499 448,415

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（△）

△573,782 293,007

四半期純利益又は四半期純損失（△） △580,196 286,633

（訂正後）

（単位：千円）

前第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)

当第1四半期連結累計期間

(自 平成22年10月１日

至 平成22年12月31日)

特別利益

貸倒引当金戻入額 40,758 16,100

前期損益修正益 1,702 103

その他 1,038 5,046

特別利益合計 43,499 21,250

税金等調整前四半期純損失（△） △573,782 △134,158

四半期純損失（△） △580,196 △140,532



（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)

当第1四半期連結累計期間

(自 平成22年10月１日

至 平成22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利益又は

税金等調整前四半期純損失（△）

△573,782 293,007

持分法過年度修正益 ― △427,165

（訂正後）

（単位：千円）

前第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)

当第1四半期連結累計期間

(自 平成22年10月１日

至 平成22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（△） △573,782 △134,158


