
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21年９月期 第３四半期決算短信」の一部訂正について

当社は、平成21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 ％

21年９月第３四半期 2,749 ― △112 ― △12 ― △461 ―
20年９月第３四半期 3,287 △7.4 1 △93.6 △560 ― △916 ―

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

21年９月第３四半期 △11 42 ― ―
20年９月第３四半期 △2 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

21年９月第３四半期 12,853 11,553 89.9 285 68
20年９月期 13,232 11,972 90.5 296 03

（参考）自己資本 21 年９月期第 3 四半期 11,553 百万円 20 年９月期 11,972 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 ％

21年９月第３四半期 2,749 △16.4 △112 ― △6 ― △455 ―
20年９月第３四半期 3,287 △7.4 1 △93.6 △560 ― △916 ―

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

21年９月第３四半期 △11 27 ― ―
20年９月第３四半期 △2 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

21年９月第３四半期 13,238 11,937 90.2 295 18
20年９月期 13,623 12,362 90.7 305 69

（参考）自己資本 21 年９月期第 3 四半期 11,937 百万円 20 年９月期 12,362 百万円



定性的情報・財務諸表等

２．連結財政状態に関する定性的情報

（1）資産、負債及び純資産の状況

（訂正前）

当第３四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べ３億79百万円減少し128億53百万円となりました。

流動資産は８億84百万円減少し46億64百万円、固定資産は５億５百万円増加し81億89百万円となりまし

た。

<省略>

（訂正後）
当第３四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べ３億85百万円減少し132億38百万円となりました。

流動資産は８億84百万円減少し46億64百万円、固定資産は４億99百万円増加し85億73百万円となりまし

た。

<省略>

（参考）株式併合に伴う１株当たり数値の遡及修正

（訂正前）

20年９月期第３四半期 20年９月期

１株当たり四半期(当期）純利益 △22円67銭 △56円36銭

潜在株式調整後１株当たり四半期(当期）純利益 ― ―

１株当たり純資産 329円91銭 296円03銭

（訂正後）

20年９月期第３四半期 20年９月期

１株当たり四半期(当期）純利益 △20円44銭 △52円93銭

潜在株式調整後１株当たり四半期(当期）純利益 ― ―

１株当たり純資産 338円34銭 305円69銭



５．四半期連結財務諸表

（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21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20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 107,148 123,782

関係会社株式 929,776 880,652

投資不動産 ※2 1,937,630 ※2 2,066,652

長期貸付金 1,565 2,009

長期未収入金 478,544 －

破産更生債権等 1,924,377 －

その他 191,643 582,966

貸倒引当金 △2,115,435 △381,581

投資その他の資産合計 3,455,251 3,274,482

固定資産合計 8,189,636 7,683,859

資産合計 12,853,826 13,232,828

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 15,551,943

利益剰余金 △3,111,555 △6,432,379

自己株式 △604,074 △604,069

株主資本合計 11,553,642 12,015,493

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 － △43,462

評価・換算差額等合計 － △43,462

純資産合計 11,553,642 11,972,031

負債純資産合計 12,853,826 13,232,828



（訂正後）

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末

(平成21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20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 107,148 123,782

関係会社株式 1,313,969 1,271,260

投資不動産 ※2 1,937,630 ※2 2,066,652

長期貸付金 1,565 2,009

長期未収入金 478,544 －

破産更生債権等 1,924,377 －

その他 191,643 582,966

貸倒引当金 △2,115,435 △381,581

投資その他の資産合計 3,839,444 3,665,090

固定資産合計 8,573,829 8,074,467

資産合計 13,238,019 13,623,436

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 15,551,943

利益剰余金 △2,691,233 △6,018,193

自己株式 △604,074 △604,069

株主資本合計 11,973,964 12,429,679

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △59 △43,511

土地再評価差額金 △6,153 －

為替換算調整勘定 △29,917 △23,529

評価・換算差額等合計 △36,129 △67,040

純資産合計 11,937,835 12,362,639

負債純資産合計 13,238,019 13,623,436



（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）

当第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)

営業外収益

受取利息 1,591

受取配当金 63

有価証券売却益 14,449

受取給付金 11,108

持分法による投資利益 49,123

その他 33,550

営業外収益合計 109,888

営業外費用

その他 10,373

営業外費用合計 10,373

経常損失（△） △12,784

税金等調整前四半期純損失（△） △452,098

四半期純損失（△） △461,845

（訂正後）

（単位：千円）

当第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)

営業外収益

受取利息 1,591

受取配当金 63

有価証券売却益 14,449

受取給付金 11,108

持分法による投資利益 55,259

その他 33,550

営業外収益合計 116,024

営業外費用

その他 10,373

営業外費用合計 10,373

経常損失（△） △6,648

税金等調整前四半期純損失（△） △445,962

四半期純損失（△） △455,709



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（訂正前）

（単位：千円）

当第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)

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

持分法による投資損益（△は益） △49,123

（訂正後）

（単位：千円）

当第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)

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

持分法による投資損益（△は益） △55,259


