
  

１．平成22年９月期第３四半期の連結業績（平成21年10月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（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３四半期  2,032  △26.1  △263  －  △420  －  △636  －

21年９月期第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月期第３四半期  △15  75  －  －

21年９月期第３四半期  △11  42  －  －

  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

  
年間配当金

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

  （％表示は、対前期増減率）

  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



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開

示時点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しておりません。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 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可能性があることをご承知おきください。   

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年９月期３Ｑ 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３Ｑ 2,000,688株 21年９月期 2,000,648株

③  期中平均株式数（四半期累計） 22年９月期３Ｑ 40,442,169株 21年９月期３Ｑ 40,442,254株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国の景気回復に伴う輸出の増加や政府の景気対策の効

果等により回復基調で推移しましたが、高止まりする失業率など雇用情勢は依然として好転せず、デフレの長期化

など懸念材料も多く、今後、着実に内需主導の自律的な回復に向かうかは依然として不透明な状況でありました。

 こうした経済状況のもとで、ＩＴ事業においては取引先の経営悪化により、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。 

 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、前年同四半期と比較して73百万円減少しております。

 この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高20億32百万円（前年同四半期売上高27億49百万円）、営

業損失２億63百万円（前年同四半期営業損失１億12百万円）、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。 

  

 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10億16百万円、（前年同四半期売上高10億89百万

円）、営業損失２億73百万円（前年同四半期営業損失３億１百万円）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、売上高28百万円（前年同四半期売上高25百万円）、営業利益20百万円（前年

同四半期営業損失１億64百万円）となりました。なお、平成22年６月18日の改正貸金業法の施行に伴い、新規の貸

付業務から撤退いたしました。 

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、会計基準の変更による売上高計上額の増加の一方で、公共工事の受注件数の減少や価

格の低迷等がありました。この結果、売上高９億44百万円（前年同四半期売上高10億66百万円）、営業損失29百万

円（前年同四半期営業利益30百万円）となりました。 

⑤リアルエステート事業 

 当第３四半期連結累計期間におきましては、住宅用土地の販売により、売上高９百万円（前年同四半期売上高０

百万円）、営業損失４百万円（前年同四半期営業損失24百万円）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、売上高を計上できない状況になっ

ております。この結果、売上高40百万円（前年同四半期売上高５億77百万円）、営業利益25百万円（前年同四半期

営業利益３億５百万円）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）  

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計期間末に比べ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。流

動資産減少の主な要因は、現金及び預金の減少３億13百万円、未成工事支出金の減少１億77百万円、受取手形・完

成工事未収入金等の減少１億32百万円であります。 

 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。一方、主な増加要因は、普通

預金の仮差押による勘定科目の組替え５億67百万円によるものです。 

 負債合計は、前連結会計期間末に比べ１億46百万円減少し10億68百万円となりました。負債減少の主な要因は、

支払手形・工事未払金等の減少48百万円であります。 

 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。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四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３億13百万円減少し28億45百万円となりました。 

 当第３四半期連結会計期間末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。 

〔当第３四半期連結累計期間〕（平成21年10月１日～平成22年６月30日） 

 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増加は42百万円（前年同四半期は２億99百万円の増加）となりました。増加要因は主

に、売上債権の減少、未成工事支出金の減少によるものです。一方、減少要因は主に税金等調整前当期純損失、

債権譲渡益によるものです。 

 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３億64百万円（前年同四半期は７億61百万円の減少）となりました。これは主

に、普通預金の仮差押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。 

  
（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 現時点での業績につきましては、概ね予想通り推移しており、平成22年５月10日発表の業績予想に変更はありま

せん。 

 なお、何らかの変化がある場合には、適時開示してまいります。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

 参考：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。これにより、連結子会社の数は６社となりました。  

  
（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１．一般債権の貸倒見積高の算出 

 当第３四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。  

  
（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（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、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３四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272,927千円増加し、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

22,373千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。 

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（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   

流動資産   

現金及び預金 2,845,965 3,159,007

受取手形・完成工事未収入金等 274,745 407,720

リース投資資産（純額） 67,347 86,681

未成工事支出金 6,003 183,131

商品 11,649 12,752

材料貯蔵品 14,239 13,269

販売用不動産 41,712 24,972

営業貸付金 426,664 421,324

その他 153,410 230,681

貸倒引当金 △505,589 △562,184

流動資産合計 3,336,148 3,977,355

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 443,716 462,200

機械装置及び運搬具（純額） 41,071 37,907

工具、器具及び備品（純額） 13,274 434,132

土地 1,482,069 1,485,626

有形固定資産合計 1,980,133 2,419,866

無形固定資産   

その他 5,650 3,945

無形固定資産合計 5,650 3,945

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 1,305,103 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 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
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（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 212,863 261,179

未払法人税等 15,813 18,411

賞与引当金 4,622 9,993

その他 319,674 421,359

流動負債合計 552,974 710,943

固定負債   

退職給付引当金 184,925 174,407

その他 330,874 330,214

固定負債合計 515,800 504,622

負債合計 1,068,774 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 △6,791,805 △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 △32,017 △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
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（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) 

売上高 2,749,630 2,032,767

売上原価 1,353,938 1,015,060

売上総利益 1,395,692 1,017,707

販売費及び一般管理費 1,507,992 1,280,904

営業損失（△） △112,299 △263,197

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 － 219,511

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

特別利益   

固定資産売却益 － 1,506

貸倒引当金戻入額 27,212 100,134

債権譲渡益 － 150,000

前期損益修正益 287 5,108

その他 5,796 11,632

特別利益合計 33,296 268,382

特別損失   

投資有価証券売却損 3,124 850

投資不動産売却損 111,891 －

投資有価証券評価損 51,855 －

固定資産除売却損 34 0

貸倒引当金繰入額 305,705 －

前期損益修正損 － 31,479

減損損失 － 445,056

その他 － 659

特別損失合計 472,610 478,046

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
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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 

減価償却費 347,729 68,848 

のれん償却額 1,402 － 

減損損失 － 445,056 

債権譲渡益 － △150,000 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 294,560 △100,084 

その他の引当金の増減額（△は減少） 9,999 2,532 

受取利息及び受取配当金 △1,655 △468 

持分法による投資損益（△は益） △49,123 219,511 

有形固定資産売却損益（△は益） － △1,506 

有価証券売却損益（△は益） △14,449 － 

投資有価証券売却損益（△は益） 3,124 850 

投資有価証券評価損益（△は益） 51,855 － 

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） 23,015 5,488 

売上債権の増減額（△は増加） △40,885 132,974 

未成工事支出金の増減額（△は増加） △82,665 177,128 

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,104 △16,607 

未収入金の増減額（△は増加） 35,215 △7,464 

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） 55,960 △5,340 

仕入債務の増減額（△は減少） 16,501 △39,365 

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） 62,618 28,782 

未成工事受入金の増減額（△は減少） 40,280 △113,362 

未払消費税等の増減額（△は減少） △135,456 48,386 

その他 13,072 △17,798 

小計 311,995 47,182 

利息及び配当金の受取額 1,655 468 

法人税等の支払額 △14,599 △5,222 

営業活動によるキャッシュ・フロー 299,051 42,427 

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 △789,979 △9,161 

有形固定資産の売却による収入 － 5,300 

投資有価証券の売却による収入 5,060 4,626 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△574 － 

無形固定資産の取得による支出 △1,300 △3,500 

貸付金の回収による収入 1,428 22,847 

仮差押に伴う支出 － △567,892 

金銭債権の買入れに伴う支出 － △100,000 

金銭債権の売却による収入 － 250,000 

その他 8,681 33,312 

投資活動によるキャッシュ・フロー △761,983 △364,468 

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 △4 △1 

財務活動によるキャッシュ・フロー △4 △1 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △462,937 △322,042 

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 3,115,968 2,845,965 
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 該当事項はありません。  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕  

    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） 

 （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

  
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 
 1,089,596  15,972  －  1,066,518  44  577,500  2,749,630  －  2,749,630

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 －  9,055  －  －  －  －  9,055  △9,055  －

計  1,089,596  25,027  －  1,066,518  44  577,500  2,758,686  △9,055  2,749,630

 営業利益又は営

業損失(△) 
 △301,978  △164,687  △2,879  30,764  △24,650  305,952  △157,480  45,180  △112,299

  
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 
 1,016,311  21,784  －  944,509  9,661  40,500  2,032,767  －  2,032,767

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 －  6,411  －  －  219  －  6,630  △6,630  －

計  1,016,311  28,196  －  944,509  9,880  40,500  2,039,398  △6,630  2,032,767

 営業利益又は営

業損失(△) 
 △273,671  20,429  △1,265  △29,901  △4,612  25,044  △263,977  780  △263,197

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（本年６月より撤退いたしました。）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） 

 （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３四半期連結累計期間の

営業損失がゴルフ・リゾート事業で4,067千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、ゴルフリゾート事業において当第

３四半期連結累計期間の営業損失が652千円増加し、建設事業においては営業利益が126千円減少しておりま

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、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３四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） 

 （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３四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272,927千円増加し、営業損失 

は22,373千円減少しております。 

  

〔所在地別セグメント情報〕  

 本邦以外の国また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〕  

 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。  

  

（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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 当社の連結子会社である東京平成ファンド投資事業有限責任組合１号（以下「東京平成ファンド」といいま

す。）の普通預金口座（三菱東京ＵＦＪ銀行浜松町支店 預金残高567,892千円、以下「本件預金口座」という）

について、債権仮差押（以下「本件仮差押」という）がなされました。 

①本件仮差押の当事者 

 債権者：国 

 債務者：当社株主（個人） 

②本件仮差押の内容及び経緯 

 本件仮差押は、当社の株主に対する証券取引法違反事件に関する追徴金について、平成22年５月19日付けで大阪

地方裁判所により追徴保全命令（追徴保全額1,138,041千円）がなされ、これに基づく同裁判所の平成22年５月28

日付け債権仮差押執行命令によるものであります。 

 本件仮差押は、本件預金口座の名義は東京平成ファンドであるものの、いわゆる借名口座として個人株主が管理

していた預金口座であるとの大阪地方検察庁の誤った事実認識を前提とする申立に基づき行われたものと当社は考

えておりますが、本件預金口座に係る預金は、当社が東京平成ファンドに対する平成18年９月26日付けの

3,000,000千円出資（なお、東京平成ファンドに対しては、当社の外、無限責任組合員１名が、金10千円の出資を

しているのみです）の残額であり、本件預金口座が、当社株主個人保有に係る預金口座である事実は一切ございま

せん。本件仮差押は、本件預金口座の保有者に関する事実誤認に基づく違法な処分であるため、東京平成ファンド

は、本件仮差押に対する異議申し立てを早急に提起する予定です。 

（７）その他注記事項

－10－

㈱Ａ．Ｃホールディングス（1783）　第３四半期決算短信


	E__第３四半期短信移動用_10665839_第３四半期決算短信_定性_20100804141823.pdf
	E__第３四半期短信移動用_10665839_株式会社Ａ．Ｃホールディングス_第３四半期決算短信_四半期連結貸借.pdf
	E__第３四半期短信移動用_10665839_株式会社Ａ．Ｃホールディングス_第３四半期決算短信_四半期連結損益.pdf
	E__第３四半期短信移動用_10665839_株式会社Ａ．Ｃホールディングス_第３四半期決算短信_四半期連結キャ.pdf
	E__第３四半期短信移動用_10665839_第３四半期決算短信_注記_20100803154720.pdf

