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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 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11月15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 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年９月期 2,882 102.8 △564 ― △512 ― 398 ―
22年９月期 2,804 △24.9 △326 ― △520 ― △844 ―

（注）包括利益 23 年９月期 363 百万円（―） 22 年９月期 ― 百万円（―）

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年９月期 9 84 ― ― 5.1 △5.7 △19.6
22年９月期 △20 87 ― ― △10.5 △5.6 △11.6

（参考）持分法投資損益 23 年９月期 △２百万円 22年９月期 △272 百万円

(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 9,141 8,002 87.5 197 88
22年９月期 8,752 7,638 87.3 188 88

（参考）自己資本 23 年９月期 8,002 百万円 22 年９月期 7,638 百万円



（参考）個別業績の概要

(1)個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年９月期 260 △0.6 △288 ― △405 ― △673 ―
22年９月期 262 △69.8 △165 ― △155 ― △668 ―

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

円 銭 円 銭

23年９月期 △16 65 ― ―
22年９月期 △16 52 ― ―

(2) 個別財政状態

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 7,968 7,844 98.4 193 97
22年９月期 8,769 8,519 87.8 210 66

（参考）自己資本 23 年９月期 7,844 百万円 22 年９月期 8,519 百万円



＜訂正後＞

(1)連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年９月期 2,882 2.8 △556 ― △507 ― △27 ―
22年９月期 2,804 △24.9 △326 ― △513 ― △837 ―

（注）包括利益 23 年９月期 △38百万円（―） 22 年９月期 △820 百万円（―）

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年９月期 △0 69 ― ― △0.3 △5.5 △19.3
22年９月期 △20 70 ― ― △9.9 △5.3 △11.6

（参考）持分法投資損益 23 年９月期 △２百万円 22年９月期 △265 百万円

(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 9,142 8,003 87.5 197 91
22年９月期 9,156 8,042 87.8 198 86

（参考）自己資本 23 年９月期 8,003 百万円 22 年９月期 8,042 百万円

（参考）個別業績の概要

(1)個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年９月期 260 △0.6 △280 ― △400 ― △672 ―
22年９月期 262 △69.8 △165 ― △155 ― △668 ―

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

円 銭 円 銭

23年９月期 △16 63 ― ―
22年９月期 △16 52 ― ―

(2) 個別財政状態

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 7,969 7,845 98.4 194 00
22年９月期 8,769 8,519 97.2 210 66

（参考）自己資本 23 年９月期 7,845 百万円 22 年９月期 8,519 百万円



１．経営成績

(１)経営成績に対する分析

1)当連結会計年度の経営成績

（訂正前）

＜省略＞

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高 28億 82 百万円（前年同期売上高 28 億４百万円）、営業

損失５億 64百万円（前年同期営業損失３億 26百万円）、経常損失５億 12 百万円（前年同期経常損失５

億 20百万円）、当期純利益３億 98百万円（前年同期当期純損失８億 44百万円）となりました。

＜省略＞

ゴルフ・リゾート事業におきましては、天候不順や東日本大震災等の影響により、客数が伸び悩みま

した。この結果、売上高 12 億 61 百万円（前年同期売上高 14億 43 百万円）、営業損失４億 91百万円（前

年同期営業損失３億 25 百万円）となりました。

（訂正後）

＜省略＞

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高 28億 82 百万円（前年同期売上高 28 億４百万円）、営業

損失５億 56百万円（前年同期営業損失３億 26百万円）、経常損失５億７百万円（前年同期経常損失５

億 13百万円）、当期純損失 27百万円（前年同期当期純損失８億 37百万円）となりました。

＜省略＞

ゴルフ・リゾート事業におきましては、天候不順や東日本大震災等の影響により、客数が伸び悩みま

した。この結果、売上高 12 億 61 百万円（前年同期売上高 14億 43 百万円）、営業損失４億 83百万円（前

年同期営業損失３億 25 百万円）となりました。

(２)財政状態に関する分析

１）資産、負債及び純資産の分析

（（訂正前）

当連結会計年度末の総資産は、前年同期に比べ３億 88百万円増加し、91 億 41 百万円となりました。

①資 産

当連結会計年度末の流動資産は前年同期に比べ１億 54百万円増加し 39億 17 百万円、固定資産は２

億 33百万円増加し 52億 24 百万円となりました。

流動資産は、現金及び預金の増加が１億 57百万円、貸倒引当金の減少が４億 67百万円等あったの

に対し、営業貸付金を投資その他の資産に４億 23百万円振り替えたため、結果として１億 54百万円

増加しました。

固定資産は、有形固定資産が 12 億 39 百万円増加した一方、投資その他の資産が 10 億５百万円減少

し、合計で２億 33百万円の増加になりました。

有形固定資産では、姫路相生カントリークラブ及び新香木原カントリークラブの取得等により土地

が 10億 92 百万円、建物及び構築物が１億 37百万円増加しました。

一方、投資その他の資産では、関係会社株式が３億 91百万円、長期貸付金が２億 15百万円、投資

その他の資産の「その他」が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、長期貸付金

への振替による減少１億 58百万円等により、全体で２億 56百万円増加したのに対して、長期未収入

金の減少 11億 21 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 61百万円

等、全体として２億 33百万円増加となりました。



②負 債

当連結会計年度末の負債合計は、前年同期に比べ 24 百万円増加し 11 億 38 百万円となりました。流

動負債は 10百万円増加し、また、固定負債は 14百万円増加しました。

③純資産

当連結会計年度末の純資産は前年同期に比べ３億 63百万円増加し、80億２百万円となりました。純

資産増加の主な要因は、当期純利益の計上であります。

（訂正後）

当連結会計年度末の総資産は、前年同期に比べ 13百万円減少し、91 億 42 百万円となりました。

①資 産

当連結会計年度末の流動資産は前年同期に比べ１億 55百万円増加し 39億 18 百万円、固定資産は１

億 69百万円減少し 52億 24 百万円となりました。

流動資産は、現金及び預金の増加が１億 57百万円、貸倒引当金の減少が４億 67百万円等あったの

に対し、営業貸付金を投資その他の資産に４億 23百万円振り替えたため、結果として１億 55百万円

増加しました。

固定資産は、有形固定資産が 12 億 39 百万円増加した一方、投資その他の資産が 14 億８百万円減少

し、合計で１億 69百万円の減少になりました。

有形固定資産では、姫路相生カントリークラブ及び新香木原カントリークラブの取得等により土地

が 10億 92 百万円、建物及び構築物が１億 37百万円増加しました。

一方、投資その他の資産では、長期貸付金が２億 15百万円、長期未収入金の減少 11 億 21 百万円、

仮差押の解除による減少５億 67百万円、全体として１億 69百万円減少となりました。

②負 債

当連結会計年度末の負債合計は、前年同期に比べ 24 百万円増加し 11 億 38 百万円となりました。流

動負債は 10百万円増加し、また、固定負債は 14百万円増加しました。

③純資産

当連結会計年度末の純資産は前年同期に比べ 38百万円減少し、80億３百万円となりました。純資産

減少の主な要因は、当期純損失の計上であります。

３）キャッシュ・フロー指標のトレンド

(訂正前)

平成21年 9月期 平成 22年 9月期 平成 23年 9月期

自己資本比率(%) 87.5 87.3 87.5

時価ベースの自己資本比率(%) 19.2 12.5 13.5

(訂正後)

平成21年 9月期 平成 22年 9月期 平成 23年 9月期

自己資本比率(%) 87.9 87.8 87.5

時価ベースの自己資本比率(%) 18.5 11.9 13.5



４．連結財務諸表等

（１）連結財務諸表

（訂正前）

（単位：千円）

前連結会計年度

(平成22年９月30日)

当連結会計年度

(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,706,198 2,864,023

受取手形・完成工事未収入金等 ※3 355,601 ※3 419,728

リース投資資産（純額） 57,903 27,398

未成工事支出金 2,146 －

商品 10,798 13,234

材料貯蔵品 13,888 14,074

販売用不動産 ※5 546,700 534,563

未収消費税等 20,227 13,815

営業貸付金 423,624 －

未収入金 35,159 18,182

その他 85,329 39,550

貸倒引当金 △495,126 △27,168

流動資産合計 3,762,451 3,917,404

固定資産

投資その他の資産

投資有価証券 102,496 85,922

関係会社株式 *1 657,549 *1 1,048,919

長期貸付金 168,300 383,550

長期未収入金 1,162,604 40,637

投資不動産（純額） ― ―

破産更生債権等 1,923,799 1,923,918

仮差押 567,892 ―

その他 183,785 440,125

貸倒引当金 △2,374,398 △2,536,363

投資その他の資産合計 2,392,031 1,386,710

固定資産合計 4,990,529 5,224,089

資産合計 8,752,981 9,141,494



（単位：千円）

前連結会計年度

(平成22年９月30日)

当連結会計年度

(平成23年９月30日)

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 5,650,811

利益剰余金 △6,998,940 △482,408

自己株式 △604,076 △604,076

株主資本合計 7,666,256 8,064,325

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △27,377 △28,626

土地再評価差額金 ― △6,153

為替換算調整勘定 ― △26,953

その他の包括利益累計額合計 △27,377 △61,732

純資産合計 7,638,878 8,002,593

負債純資産合計 8,752,981 9,141,494



（訂正後） （単位：千円）

前連結会計年度

(平成22年９月30日)

当連結会計年度

(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,706,198 2,864,023

受取手形・完成工事未収入金等 ※3 355,601 ※3 419,728

リース投資資産（純額） 57,903 27,398

未成工事支出金 2,146 －

商品 10,798 13,234

材料貯蔵品 13,888 14,074

販売用不動産 ※5 546,700 534,563

未収消費税等 20,227 13,815

営業貸付金 423,624 －

未収入金 35,159 18,182

その他 85,329 40,700

貸倒引当金 △495,126 △27,168

流動資産合計 3,762,451 3,918,554

固定資産

投資その他の資産

投資有価証券 102,496 85,922

関係会社株式 *1 1,061,022 *1 1,048,919

長期貸付金 168,300 383,550

長期未収入金 1,162,604 40,637

投資不動産（純額） ― ―

破産更生債権等 1,923,799 1,923,918

仮差押 567,892 ―

その他 183,785 440,125

貸倒引当金 △2,374,398 △2,536,363

投資その他の資産合計 2,795,504 1,386,710

固定資産合計 5,394,002 5,224,089

資産合計 9,156,454 9,142,644

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 5,650,811

利益剰余金 △6,571,775 △481,258

自己株式 △604,076 △604,076

株主資本合計 8,093,421 8,065,475

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △27,456 △28,626

土地再評価差額金 △6,153 △6,153

為替換算調整勘定 △17,460 △26,953

その他の包括利益累計額合計 △51,069 △61,732

純資産合計 8,042,351 8,003,743

負債純資産合計 9,156,454 9,142,644



(２)連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

（訂正前）

（単位：千円）
前連結会計年度

(自 平成21年10月１日
至 平成22年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成22年10月１日

至 平成23年９月30
日)

売上高 2,804,993 2,882,535

売上原価 ※1 1,373,083 ※1 1,586,949

売上総利益 1,431,909 1,295,585

販売費及び一般管理費 ※2 1,758,121 ※2 1,860,193

営業損失（△） △326,211 △564,607

営業外収益

受取利息 995 15,170

受取配当金 141 111

受取給付金 11,744 9,606

会員受入収入 36,190 －

投資不動産賃貸料 75,077 31,102

その他の営業外収益 35,221 44,273

営業外収益合計 159,371 100,265

営業外費用

持分法による投資損失 272,418 2,594

投資不動産賃貸費用 48,056 33,226

その他の営業外費用 32,850 12,813

営業外費用合計 353,324 48,634

経常損失（△） △520,165 △512,977

特別利益

貸倒引当金戻入額 101,266 254,900

賞与引当金戻入額 4,138 2,923

固定資産売却益 *6 1,554 *6 3,416

投資不動産売却益 4,999 ―

債権譲渡益 150,000 ―

不動産取得税等還付金 38,147 ―

持分法過年度修正益 ― 427,165

競売による配当益 ― 293,438

前年損益修正益 *4 5,108 *4 103

その他 4,453 10,250

特別利益合計 309,668 992,198

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

△838,732 404,551

法人税、住民税及び事業税 8,169 6,482

法人税等還付税額 △2,889 ―

法人税等合計 5,279 6,482

当期純利益又は当期純損失（△） △844,012 398,069



（訂正後）

（単位：千円）

前連結会計年度

(自 平成21年10月１日

至 平成22年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成22年10月１日

至 平成23年９月30

日)

売上高 2,804,993 2,882,535

売上原価 ※1 1,373,083 ※1 1,586,949

売上総利益 1,431,909 1,295,585

販売費及び一般管理費 ※2 1,758,121 ※2 1,851,744

営業損失（△） △326,211 △556,158

営業外収益

受取利息 995 15,170

受取配当金 141 111

受取給付金 11,744 9,606

会員受入収入 36,190 －

投資不動産賃貸料 75,077 31,102

その他の営業外収益 35,221 41,353

営業外収益合計 159,371 97,345

営業外費用

持分法による投資損失 265,575 2,594

投資不動産賃貸費用 48,056 33,226

その他の営業外費用 32,850 12,813

営業外費用合計 346,481 48,634

経常損失（△） △513,322 △507,448

特別利益

貸倒引当金戻入額 101,266 254,900

賞与引当金戻入額 4,137 2,923

固定資産売却益 *6 1,554 *6 3,416

投資不動産売却益 4,999 ―

債権譲渡益 150,000 ―

不動産取得税等還付金 38,147 ―

競売による配当益 ― 289,059

前年損益修正益 *4 5,108 *4 103

その他 4,453 10,250

特別利益合計 309,668 560,654

税金等調整前当期純損失（△） △831,889 △21,464

法人税、住民税及び事業税 8,169 6,482

法人税等還付税額 △2,889 ―

法人税等合計 5,279 6,482

当期純損失（△） △837,169 △27,946



連結包括利益計算書

（訂正前）

（単位：千円）

前連結会計年度

(自 平成21年10月１日

至 平成22年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成22年10月１日

至 平成23年９月30日)

当期純利益 ― 398,069

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 ― △1,153

持分法適用会社に対する持分相当額 ― △33,201

その他の包括利益合計 ― △34,354

包括利益 ― 363,714

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 ― 363,714

少数株主に係る包括利益 ― ―

（訂正後）

（単位：千円）

前連結会計年度

(自 平成21年10月１日

至 平成22年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成22年10月１日

至 平成23年９月30日)

当期純損失（△） ― △27,946

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 ― △1,153

持分法適用会社に対する持分相当額 ― △9,510

その他の包括利益合計 ― △10,663

包括利益 ― △38,610

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 ― △38,610

少数株主に係る包括利益 ― ―



（３）連結株主資本等変動計算書

（訂正前）

（単位：千円）
前連結会計年度

(自 平成21年10月１日
至 平成22年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成22年10月１日
至 平成23年９月30日)

株主資本

利益剰余金

前期末残高 △6,154,922 △6,998,940

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） △844,012 398,069

新規連結に伴う利益剰余金の増加 △5 ―

欠損填補 ― 6,118,462

当期変動額合計 △844,018 6,516,531

当期末残高 △6,998,940 △482,408

株主資本合計

前期末残高 8,510,276 7,666,256

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） △844,012 398,069

自己株式の取得 △1 ―

新規連結に伴う利益剰余金の増加 △5 ―

当期変動額合計 △844,020 398,069

当期末残高 7,666,256 8,064,325

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △29,664 △27,377

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,286 △1,248

当期変動額合計 2,286 △1,248

当期末残高 △27,377 △28,626

土地再評価差額金

前期末残高 ― ―

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） ― △6,153

当期変動額合計 ― △6,153

当期末残高 ― △6,153

為替換算調整勘定

前期末残高 ― ―

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） ― △26,953

当期変動額合計 ― △26,953

当期末残高 ― △26,953

その他の包括利益累計額合計

前期末残高 △29,664 △27,377

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,286 △34,354

当期変動額合計 2,286 △34,354

当期末残高 △27,377 △61,732

純資産合計

前期末残高 8,480,612 7,638,878



当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） △844,012 398,069

自己株式の取得 △1 ―

新規連結に伴う利益剰余金の増加 △5 ―

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,286 △34,354

当期変動額合計 △841,733 363,714

当期末残高 7,638,878 8,002,593



（訂正後）
（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成21年10月１日
至 平成22年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成22年10月１日
至 平成23年９月30日)

株主資本

利益剰余金

前期末残高 △5,734,600 △6,571,775

当期変動額

当期純損失（△） △837,169 △27,946

新規連結に伴う利益剰余金の増加 △5 ―

欠損填補 ― 6,118,462

当期変動額合計 △837,175 6,090,517

当期末残高 △6,571,775 △481,258

株主資本合計

前期末残高 8,930,598 8,093,421

当期変動額

当期純損失（△） △837,169 △27,946

自己株式の取得 △1 ―

新規連結に伴う利益剰余金の増加 △5 ―

当期変動額合計 △837,177 △27,946

当期末残高 8,093,421 8,065,475

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △29,692 △27,456

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,236 △1,170

当期変動額合計 2,236 △1,170

当期末残高 △27,456 △28,626

土地再評価差額金

前期末残高 △6,153 △6,153

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） ― ―

当期変動額合計 ― ―

当期末残高 △6,153 △6,153

為替換算調整勘定

前期末残高 △31,507 △17,460

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 14,047 △9,493

当期変動額合計 14,047 △9,493

当期末残高 △17,460 △26,953

その他の包括利益累計額合計

前期末残高 △67,352 △51,069

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 16,283 △10,663

当期変動額合計 16,283 △10,663

当期末残高 △51,069 △61,732

純資産合計

前期末残高 8,863,246 8,042,351

当期変動額



当期純損失（△） △837,169 △27,946

自己株式の取得 △1 ―

新規連結に伴う利益剰余金の増加 △5 ―

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 16,283 △10,663

当期変動額合計 △820,895 △38,608

当期末残高 8,042,351 8,003,743



(４)連結キャッシュ・フロー計算書

（訂正前）

（単位：千円）

前連結会計年度

(自 平成21年10月１日

至 平成22年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成22年10月１日

至 平成23年９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（△）
△838,732 404,551

持分法による投資損益 272,418 2,594

持分法過年度修正損益（△は益） ― △427,165

競売による配当益 ― △293,438

その他 11,166 △11,688

（訂正後）

（単位：千円）

前連結会計年度

(自 平成21年10月１日

至 平成22年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成22年10月１日

至 平成23年９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損失（△） △831,889 △21,464

持分法による投資損益 265,575 2,594

競売による配当益 ― △289,059

その他 11,166 △17,217



注記事項
（連結貸借対照表関係）

（訂正前）

前連結会計年度
(平成22年９月30日)

当連結会計年度
(平成23年９月30日)

※１ 非連結子会社に対するものは、次のとおりであり

ます。

関係会社株式 657,549千円

※１ 非連結子会社に対するものは、次のとおりであり

ます。

関係会社株式 1,048,919千円

※２ 有形固定資産減価償却累計額

851,172千円

※２ 有形固定資産減価償却累計額

950,115千円

※３ 受取手形裏書高

2,739千円

※３ 受取手形裏書高

4,221千円

※４ 有形固定資産には、次の休止固定資産が含まれて

おります。

土地 11,800千円

建物及び構築物 0千円

機械装置及び運搬具 1千円

工具、器具及び備品 4千円

電話加入権 0千円

合計 11,805千円

※４ 有形固定資産には、次の休止固定資産が含まれて

おります。

土地 11,800千円

建物及び構築物 0千円

機械装置及び運搬具 1千円

工具、器具及び備品 3千円

合計 11,805千円

※５ 不動産の保有目的の変更

下記の不動産は、当連結開会年度から保有目的

を変更したため振替表示をしております。

（振替時帳簿価額）

固定資産から販売用不動産 10,460千円

投資不動産から販売用不動産 523,173千円

固定資産から販売用不動産 781,049千円

―――――



（訂正後）

前連結会計年度
(平成22年９月30日)

当連結会計年度
(平成23年９月30日)

※１ 非連結子会社に対するものは、次のとおりであり

ます。

関係会社株式 1,061,022千円

※１ 非連結子会社に対するものは、次のとおりであり

ます。

関係会社株式 1,048,919千円

※２ 有形固定資産減価償却累計額

851,172千円

※２ 有形固定資産減価償却累計額

950,115千円

※３ 受取手形裏書高

2,739千円

※３ 受取手形裏書高

4,221千円

※４ 有形固定資産には、次の休止固定資産が含まれて

おります。

土地 11,800千円

建物及び構築物 0千円

機械装置及び運搬具 1千円

工具、器具及び備品 4千円

電話加入権 0千円

合計 11,805千円

※４ 有形固定資産には、次の休止固定資産が含まれて

おります。

土地 11,800千円

建物及び構築物 0千円

機械装置及び運搬具 1千円

工具、器具及び備品 3千円

合計 11,805千円

※５ 不動産の保有目的の変更

下記の不動産は、当連結開会年度から保有目的

を変更したため振替表示をしております。

（振替時帳簿価額）

固定資産から販売用不動産 10,460千円

投資不動産から販売用不動産 523,173千円

固定資産から販売用不動産 781,049千円

―――――



（連結包括利益計算書関係）

(訂正前)

当連結会計年度（自平成 22年 10 月１日 至平成 23年９月 30日）

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益

親会社株主に係る包括利益 △841,726 千円

少数株主に係る包括利益 ― 千円

計 △841,726 千円

※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2,286 千円

計 2,286 千円

(訂正後)

当連結会計年度（自平成 22年 10 月１日 至平成 23年９月 30日）

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益

親会社株主に係る包括利益 △820,887 千円

少数株主に係る包括利益 ― 千円

計 △820,887 千円

※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2,286 千円

持分法適用会社に対する持分相当額 13,996 千円

計 16,282 千円

（金融商品関係）

（訂正前）

前連結会計年度（自平成 21年 10 月１日 至平成 22年９月 30日）

２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額

（千円）(*)

時価

（千円）(*)

差額

（千円）

（７）関係会社株式 657,549 629,717 △27,832

資産計 4,784,048 4,756,216 △27,832

（訂正後）

２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額

（千円）(*)

時価

（千円）(*)

差額

（千円）

（７）関係会社株式 1,061,022 629,717 △431,305

資産計 5,187,521 4,756,216 △431,305



（税効果会計関係）

（訂正前）

前連結会計年度

(自 平成21年10月１日

至 平成22年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成22年10月１日

至 平成23年９月30日)

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の

負担率との差異原因となった主な項目別内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異原因となった主な項目別内訳

税金等調整前当期純損失を計上しているた

め、記載しておりません。
法定実効税率 40.98％

（調整）

交際費等永久に損金に

算入されない項目

0.95％

住民税等均等割 0.68％

評価性引当金の増減額 56.08％

持分法過年度修正益 △43.27％

投資事業組合清算損の連結消去 △46.97％

連結子会社に対する貸倒引当金の消去 △40.92％

繰越欠損金の期限切れ 34.05％

その他 0.02％

税効果会計適用後の法人税等の負担額 1.60％

（訂正後）

前連結会計年度

(自 平成21年10月１日

至 平成22年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成22年10月１日

至 平成23年９月30日)

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税

等の負担率との差異原因となった主な項目

別内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の

負担率との差異原因となった主な項目別内訳

税金等調整前当期純損失を計上しているた

め、記載しておりません。

同左



（セグメント情報等）

事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自 平成 21年 10 月１日 至 平成 22年９月 30日）

（訂正前）

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）

Ⅱ．資産、減価

償却費、減損

損失及び資本

的支出

資産 3,256,061 189,276 1,074,012 1,504,662 1,348,127 － 7,372,141 1,380,840 8,752,981

減価償却費 30,025 － － 24,535 － 30,089 84,650 24 84,674

減損損失 149,280 － － 2,026 51,476 392,550 595,333 － 595,333

資本的支出 13,148 13,845 － 7,910 － － 34,903 － 34,903

（訂正後）

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）

Ⅱ．資産、減価

償却費、減損

損失及び資本

的支出

資産 3,256,061 189,276 1,477,485 1,504,662 1,348,127 － 7,775,614 1,380,840 9,156,454

減価償却費 30,025 － － 24,535 － 30,089 84,650 24 84,674

減損損失 149,280 － － 2,026 51,476 392,550 595,333 － 595,333

資本的支出 13,148 13,845 － 7,910 － － 34,903 － 34,903



（セグメント情報）

当連結会計年度(自 平成 22 年 10 月１日 至 平成 23 年９月 30 日)

（訂正前）

報告セグメント
調整額
（千円）
(注)１

連結財務諸
表計上額
(千円)ゴルフ・リゾ

ート事業
ファイナン
ス事業

インベスト
メント事業

建設事業
リアルエス
テート事業

計

売上高

外部顧客への売上高 1,261,571 11,366 ― 1,533,054 76,543 2,882,535 ― 2,882,535
セグメント間の内部
売上高又は振替高

― 4,472 ― ― ― 4,472 △4,472 ―

計 1,261,571 15,839 ― 1,533,054 76,543 2,887,008 △4,472 2,882,535

セグメント利益
又は損失(△)

△491,834 △13,125 △29,778 △37,085 10,848 △560,974 △3,632 △564,607

セグメント資産 2,855,783 864,740 ― 1,541,725 1,331,024 7,723,341 2,548,221 9,141,494

その他の項目

減価償却費 39,808 ― ― 22,733 8,332 70,873 638 71,512

減損損失 47,379 ― ― 343 ― 47,722 ― 47,722
有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

1,337,708 ― ― 18,040 995 1,356,743 690 1,357,434

（訂正後）

報告セグメント
調整額
（千円）
(注)１

連結財務諸
表計上額
(千円)ゴルフ・リゾ

ート事業
ファイナン
ス事業

インベスト
メント事業

建設事業
リアルエス
テート事業

計

売上高

外部顧客への売上高 1,261,571 11,366 ― 1,533,054 76,543 2,882,535 ― 2,882,535
セグメント間の内部
売上高又は振替高

― 4,472 ― ― ― 4,472 △4,472 ―

計 1,261,571 15,839 ― 1,533,054 76,543 2,887,008 △4,472 2,882,535

セグメント利益
又は損失(△)

△483,385 △13,125 △29,778 △37,085 10,848 △552,525 △3,632 △556,158

セグメント資産 2,856,933 864,740 ― 1,541,725 1,331,024 7,724,491 2,548,221 9,142,644

その他の項目

減価償却費 39,808 ― ― 22,733 8,332 70,873 638 71,512

減損損失 47,379 ― ― 343 ― 47,722 ― 47,722
有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

1,337,708 ― ― 18,040 995 1,356,743 690 1,357,434



（１株当たり情報）

（訂正前）

項目

前連結会計年度

（自 平成 21 年 10 月１日

至 平成 22 年９月 30 日）

当連結会計年度

（自 平成 22年 10 月１日

至 平成 23年９月 30日）

１株当たり純資産額 188 円 88 銭 197 円 88 銭

１株当たり当期純利益又は当期純損失 △20 円 87 銭 9 円 84 銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

１株当たり当期純損失であり、ま

た、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

潜在株式が存在しないため記載

しておりません。

（注）算定上の基礎

１．１株当たり純資産額

前連結会計年度

（自 平成 21 年 10 月１日

至 平成 22 年９月 30 日）

当連結会計年度

（自 平成 22年 10 月１日

至 平成 23年９月 30日）

連結貸借対照表の純資産の部の合計額

（千円）
7,638,878 8,002,593

普通株式に係る純資産額（千円） 7,638,878 8,002,593

普通株式の発行済株式数（株） 42,442,851 42,442,851

普通株式の自己株式数（株） 2,000,695 2,000,695

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た普通株式の数（株）
40,442,156 40,442,156

２．１株当たり当期純利益又は当期純損失

前連結会計年度

（自 平成 21 年 10 月１日

至 平成 22 年９月 30 日）

当連結会計年度

（自 平成 22年 10 月１日

至 平成 23年９月 30日）

１株当たり当期純利益又は当期純損失

当期純利益又は当期純損失（千円） △844,012 398,069

普通株主に帰属しない金額(千円） － －

普通株式に係る当期純利益又は

当期純損失（千円）
△844,012 398,069

期中平均株式数（株） 40,442,166 40,442,156



（訂正後）

項目

前連結会計年度

（自 平成 21 年 10 月１日

至 平成 22 年９月 30 日）

当連結会計年度

（自 平成 22年 10 月１日

至 平成 23年９月 30日）

１株当たり純資産額 198 円 86 銭 197 円 91 銭

１株当たり当期純損失 20円 70 銭 0 円 69 銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

１株当たり当期純損失であり、ま

た、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

同左

（注）算定上の基礎

１．１株当たり純資産額

前連結会計年度

（自 平成 21 年 10 月１日

至 平成 22 年９月 30 日）

当連結会計年度

（自 平成 22年 10 月１日

至 平成 23年９月 30日）

連結貸借対照表の純資産の部の合計額

（千円）
8,042,351 8,003,743

普通株式に係る純資産額（千円） 8,042,351 8,003,743

普通株式の発行済株式数（株） 42,442,851 42,442,851

普通株式の自己株式数（株） 2,000,695 2,000,695

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た普通株式の数（株）
40,442,156 40,442,156

２．１株当たり当期純損失

前連結会計年度

（自 平成 21 年 10 月１日

至 平成 22 年９月 30 日）

当連結会計年度

（自 平成 22年 10 月１日

至 平成 23年９月 30日）

１株当たり当期純利益又は当期純損失

当期純損失（千円） △837,167 △27,946

普通株主に帰属しない金額(千円） － －

普通株式に係る当期純損失（千円） △837,167 △27,946

期中平均株式数（株） 40,442,166 40,442,156



５．財務諸表等

（１）貸借対照表

（訂正前）

前事業年度

(平成22年９月30日)

当事業年度

(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,742,850 2,015,343

売掛金 ※1 5,387 951

営業未収入金 ※1 379,514 ※1 42,266

材料貯蔵品 12 6

販売用不動産 ※2 513,656 509,888

前払費用 ※1 3,873 ※1 14,724

未収入金 ※1 44,208 ※1 16,621

未収消費税等 18,281 7,002

関係会社短期貸付金 8,000 －

営業貸付金 423,624 －

リース投資資産 ※1 107,062 ※1 48,387

その他 9,626 141

貸倒引当金 △794,907 △26,884

流動資産合計 2,461,190 2,628,450

資産合計 8,769,102 7,968,662

純資産の部

株主資本

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △6,118,462 △673,541

利益剰余金合計 △6,118,462 △673,541

自己株式 △604,076 △604,076

株主資本合計 8,546,734 7,873,193

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △27,377 △28,531

評価・換算差額等合計 △27,377 △28,531

純資産合計 8,519,357 7,844,662

負債純資産合計 8,769,102 7,968,662



（訂正後）

前事業年度

(平成22年９月30日)

当事業年度

(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,742,850 2,015,343

売掛金 ※1 5,387 951

営業未収入金 ※1 379,514 ※1 42,266

材料貯蔵品 12 6

販売用不動産 ※2 513,656 509,888

前払費用 ※1 3,873 ※1 14,724

未収入金 ※1 44,208 ※1 16,621

未収消費税等 18,281 7,002

関係会社短期貸付金 8,000 －

営業貸付金 423,624 －

リース投資資産 ※1 107,062 ※1 48,387

その他 9,626 1,291

貸倒引当金 △794,907 △26,884

流動資産合計 2,461,190 2,629,600

資産合計 8,769,102 7,969,812

純資産の部

株主資本

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △6,118,462 △672,391

利益剰余金合計 △6,118,462 △672,391

自己株式 △604,076 △604,076

株主資本合計 8,546,734 7,874,343

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △27,377 △28,531

評価・換算差額等合計 △27,377 △28,531

純資産合計 8,519,357 7,845,812

負債純資産合計 8,769,102 7,969,812



(２)損益計算書
（訂正前）（単位：千円）

前事業年度
(自 平成21年10月１日
至 平成22年９月30日)

当事業年度
(自 平成22年10月１日

至 平成23年９月30
日)

販売費及び一般管理費

役員報酬 17,280 17,760

給料及び手当 58,686 58,110

賞与引当金繰入額 1,687 306

役員退職慰労引当金繰入額 608 373

退職給付引当金繰入額 694 1,095

租税公課 40,336 118,098

減価償却費 62 2,094

株式取扱手数料 31,959 54,423

支払手数料 ※2 35,869 35,173

支払報酬 48,035 43,628

貸倒引当金繰入額 － 44,165

その他 ※2 58,120 ※2 58,441

販売費及び一般管理費合計 293,340 433,671

営業損失（△） △165,184 △288,506

営業外収益

受取利息 ※2 4,820 ※2 19,094

投資不動産賃貸料 75,077 31,102

印紙税還付金 － 7,429

その他 2,440 6,889

営業外収益合計 82,338 64,516

経常損失（△） △155,078 △405,805

特別利益

固定資産売却益 1,506 ※4 1,790

投資不動産売却益 4,999 －

債権譲渡益 150,000 －

不動産取得税等還付金 38,147 －

貸倒引当金戻入額 ※6 102,357 8,631

競売による配当益 － 293,438

その他 ※8 1,804 34

特別利益合計 298,817 303,894

税引前当期純損失（△） △672,775 △671,156

法人税、住民税及び事業税 △1,853 2,384

法人税等還付税額 △2,889 －

法人税等合計 △4,743 2,384

当期純損失（△） △668,032 △673,541



（訂正後）

（単位：千円）

前事業年度
(自 平成21年10月１日
至 平成22年９月30日)

当事業年度
(自 平成22年10月１日

至 平成23年９月30
日)

販売費及び一般管理費

役員報酬 17,280 17,760

給料及び手当 58,686 58,110

賞与引当金繰入額 1,687 306

役員退職慰労引当金繰入額 608 373

退職給付引当金繰入額 694 1,095

租税公課 40,336 118,098

減価償却費 62 2,094

株式取扱手数料 31,959 54,423

支払手数料 ※2 35,869 26,724

支払報酬 48,035 43,628

貸倒引当金繰入額 － 44,165

その他 ※2 58,120 ※2 58,441

販売費及び一般管理費合計 293,340 425,222

営業損失（△） △165,184 △280,057

営業外収益

受取利息 ※2 4,820 ※2 19,094

投資不動産賃貸料 75,077 31,102

印紙税還付金 － 7,429

その他 2,440 3,969

営業外収益合計 82,338 61,596

経常損失（△） △155,078 △400,276

特別利益

固定資産売却益 1,506 ※4 1,790

投資不動産売却益 4,999 －

債権譲渡益 150,000 －

不動産取得税等還付金 38,147 －

貸倒引当金戻入額 ※6 102,357 8,631

競売による配当益 － 289,059

その他 ※8 1,804 34

特別利益合計 298,817 299,515

税引前当期純損失（△） △672,775 △670,006

法人税、住民税及び事業税 △1,853 2,384

法人税等還付税額 △2,889 －

法人税等合計 △4,743 2,384

当期純損失（△） △668,032 △672,391



(３)株主資本等変動計算書
（訂正前）

（単位：千円）
前事業年度

(自 平成21年10月１日
至 平成22年９月30

日)

当事業年度
(自 平成22年10月１日

至 平成23年９月30
日)

株主資本

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 △5,450,429 △6,118,462

当期変動額

当期純損失（△） △668,032 △673,541

欠損填補 － 6,118,462

当期変動額合計 △668,032 5,444,921

当期末残高 △6,118,462 △673,541

利益剰余金合計

前期末残高 △5,450,429 △6,118,462

当期変動額

当期純損失（△） △668,032 △673,541

欠損填補 － 6,118,462

当期変動額合計 △668,032 5,444,921

当期末残高 △6,118,462 △673,541

株主資本合計

前期末残高 9,214,769 8,546,734

当期変動額

当期純損失（△） △668,032 △673,541

自己株式の取得 △1 －

当期変動額合計 △668,033 △673,541

当期末残高 8,546,734 7,873,193

純資産合計

前期末残高 9,185,105 8,519,357

当期変動額

当期純損失（△） △668,032 △673,541

自己株式の取得 △1 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純

額）
2,286 △1,153

当期変動額合計 △665,747 △674,695

当期末残高 8,519,357 7,844,662



（訂正後）
（単位：千円）

前事業年度
(自 平成21年10月１日

至 平成22年９月30
日)

当事業年度
(自 平成22年10月１日

至 平成23年９月30
日)

株主資本

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 △5,450,429 △6,118,462

当期変動額

当期純損失（△） △668,032 △672,391

欠損填補 － 6,118,462

当期変動額合計 △668,032 5,446,071

当期末残高 △6,118,462 △672,391

利益剰余金合計

前期末残高 △5,450,429 △6,118,462

当期変動額

当期純損失（△） △668,032 △672,391

欠損填補 － 6,118,462

当期変動額合計 △668,032 5,446,071

当期末残高 △6,118,462 △672,391

株主資本合計

前期末残高 9,214,769 8,546,734

当期変動額

当期純損失（△） △668,032 △672,391

自己株式の取得 △1 －

当期変動額合計 △668,033 △672,391

当期末残高 8,546,734 7,874,343

純資産合計

前期末残高 9,185,105 8,519,357

当期変動額

当期純損失（△） △668,032 △672,391

自己株式の取得 △1 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純

額）
2,286 △1,153

当期変動額合計 △665,747 △673,544

当期末残高 8,519,357 7,845,812



（１株当たり情報）

（訂正前）

項目

前事業年度

（自 平成 21 年 10 月１日

至 平成 22 年９月 30 日）

当事業年度

（自 平成 22年 10 月１日

至 平成 23年９月 30日）

１株当たり純資産額 210 円 66 銭 193 円 97 銭

１株当たり当期純損失 16 円 52 銭 16 円 65 銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

１株当たり当期純損失であり、ま

た、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

１株当たり当期純損失であり、ま

た、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

（注）算定上の基礎

１．１株当たり純資産額

前事業年度

（自 平成 21 年 10 月１日

至 平成 22 年９月 30 日）

当事業年度

（自 平成 22年 10 月１日

至 平成 23年９月 30日）

貸借対照表の純資産の部の合計額（千

円）
8,519,357 7,844,662

普通株式に係る純資産額（千円） 8,519,357 7,844,662

差異の主な内訳（千円） － －

普通株式の発行済株式数（株） 42,442,851 42,442,851

普通株式の自己株式数（株） 2,000,695 2,000,695

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た普通株式の数（株） 40,442,156 40,442,156

２．１株当たり当期純損失

前事業年度

（自 平成 21 年 10 月１日

至 平成 22 年９月 30 日）

当事業年度

（自 平成 22年 10 月１日

至 平成 23年９月 30日）

当期純損失（千円） 668,032 673,541

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純損失（千円） 668,032 673,541

期中平均株式数（株） 40,442,166 40,442,156



（訂正後）

項目

前事業年度

（自 平成 21 年 10 月１日

至 平成 22 年９月 30 日）

当事業年度

（自 平成 22年 10 月１日

至 平成 23年９月 30日）

１株当たり純資産額 210 円 66 銭 194 円 00 銭

１株当たり当期純損失 16 円 52 銭 16 円 63 銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

１株当たり当期純損失であり、ま

た、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

１株当たり当期純損失であり、ま

た、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

（注）算定上の基礎

１．１株当たり純資産額

前事業年度

（自 平成 21 年 10 月１日

至 平成 22 年９月 30 日）

当事業年度

（自 平成 22年 10 月１日

至 平成 23年９月 30日）

貸借対照表の純資産の部の合計額（千

円）
8,519,357 7,845,812

普通株式に係る純資産額（千円） 8,519,357 7,845,812

差異の主な内訳（千円） － －

普通株式の発行済株式数（株） 42,442,851 42,442,851

普通株式の自己株式数（株） 2,000,695 2,000,695

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た普通株式の数（株） 40,442,156 40,442,156

２．１株当たり当期純損失

前事業年度

（自 平成 21 年 10 月１日

至 平成 22 年９月 30 日）

当事業年度

（自 平成 22年 10 月１日

至 平成 23年９月 30日）

当期純損失（千円） 668,032 672,391

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純損失（千円） 668,032 672,391

期中平均株式数（株） 40,442,166 40,442,156


