
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24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24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 ％

24年９月期 3,284 13.9 △290 ― △491 ― △611 ―
23年９月期 2,882 2.8 △564 ― △512 ― 398 ―

（注）包括利益 24 年９月期 △597 百万円（―％） 23 年９月期 363 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 ％ ％ ％

24年９月期 △15 11 ― ― △7.9 △5.5 △8.9
23年９月期 9 84 ― ― 5.1 △5.7 △19.6

（参考）持分法投資損益 24 年９月期 △256 百万円 23 年９月期 △２百万円

(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

24年９月期 8,631 7,405 85.8 183 11
23年９月期 9,141 8,002 87.5 197 88

（参考）自己資本 24 年９月期 7,405 百万円 23 年９月期 8,002 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 ％

24年９月期 338 30.1 △282 ― △257 ― △399 ―
23年９月期 260 △0.6 △288 ― △405 ― △673 ―

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

24年９月期 △9 88 ― ―
23年９月期 △16 65 ― ―

(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

24年９月期 7,530 7,451 99.0 184 26
23年９月期 7,968 7,844 98.4 193 97

（参考）自己資本 24 年９月期 7,451 百万円 23 年９月期 7,844 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 ％

24年９月期 3,284 13.9 △290 ― △491 ― △612 ―
23年９月期 2,882 2.8 △556 ― △507 ― △27 ―

（注）包括利益 24 年９月期 △598 百万円（―） 23 年９月期 △38百万円（―）

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 ％ ％ ％

24年９月期 △15 14 ― ― △7.9 △5.5 △8.9
23年９月期 0 69 ― ― △0.3 △5.5 △19.3

（参考）持分法投資損益 24 年９月期 △256 百万円 23 年９月期 △２百万円

(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

24年９月期 8,631 7,405 85.8 183 11
23年９月期 9,142 8,003 87.5 197 91

（参考）自己資本 24 年９月期 7,405 百万円 23 年９月期 8,003 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 ％

24年９月期 338 30.1 △282 ― △257 ― △400 ―
23年９月期 260 △0.6 △280 ― △400 ― △672 ―

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

24年９月期 △9 91 ― ―
23年９月期 △16 63 ― ―

(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

24年９月期 7,530 7,451 99.0 184 26
23年９月期 7,969 7,845 98.4 194 00

（参考）自己資本 24 年９月期 7,451 百万円 23 年９月期 7,845 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32億84百万円（前年同期売上高28億82百万円）、営

業損失２億90百万円（前年同期営業損失５億64百万円）、経常損失４億91百万円（前年同期経常損

失５億12百万円）、当期純損失６億11百万円（前年同期当期純利益３億98百万円）となりました。

＜省略＞

この結果、売上高13億48百万円（前年同期売上高12億61百万円）、営業損失2億64百万円（前年

同期営業損失４億91百万円）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32億84百万円（前年同期売上高28億82百万円）、営

業損失２億90百万円（前年同期営業損失５億56百万円）、経常損失４億91百万円（前年同期経常損

失５億７百万円）、当期純損失６億12百万円（前年同期当期純損失27百万円）となりました。

＜省略＞

この結果、売上高13億48百万円（前年同期売上高12億61百万円）、営業損失2億64百万円（前年

同期営業損失４億83百万円）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）

①資 産

当連結会計年度末の総資産は、前年同期に比べ５億10百万円減少し、86億31百万円となりました。

流動資産は87百万円減少し38億29百万円、固定資産は４億22百万円減少し48億１百万円となりました。

＜省略＞

③純資産

当連結会計年度末の純資産は前年同期に比べ５億97百万円減少し、74億５百万円となりました。純資

産減少の主な要因は、当期純損失６億11百万円であります。

（訂正後）

①資 産

当連結会計年度末の総資産は、前年同期に比べ５億11百万円減少し、86億31百万円となりました。

流動資産は88百万円減少し38億29百万円、固定資産は４億22百万円減少し48億１百万円となりました。

＜省略＞

③純資産

当連結会計年度末の純資産は前年同期に比べ５億97百万円減少し、74億５百万円となりました。純資

産減少の主な要因は、当期純損失６億12百万円であります。



③キャッシュ・フロー指標のトレンド

(訂正前)

平成 22 年 9 月期 平成 23年 9月期 平成 24年 9月期

自己資本比率(%) 87.3% 87.5% 85.8%

時価ベースの自己資本比率(%) 12.5% 13.5% 14.5%

(訂正後)

平成 22 年 9 月期 平成 23年 9月期 平成 24年 9月期

自己資本比率(%) 87.8% 87.5% 85.8%

時価ベースの自己資本比率(%) 11.9% 13.5% 14.5%



４．連結財務諸表

(１) 連結貸借対照表

(訂正前）

（単位：千円）

前連結会計年度

(平成23年９月30日)

当連結会計年度

(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,864,023 2,625,187

受取手形・完成工事未収入金等 ※3 419,728 ※3 546,603

リース投資資産（純額） 27,398 19,346

商品 13,234 12,591

材料貯蔵品 14,074 14,406

販売用不動産 534,563 467,651

未収消費税等 13,815 1,749

未収入金 18,182 34,018

その他 39,550 130,175

貸倒引当金 △27,168 △21,939

流動資産合計 3,917,404 3,829,790

投資その他の資産合計 1,386,710 1,120,607

固定資産合計 5,224,089 4,801,521

資産合計 9,141,494 8,631,311

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 5,650,811

利益剰余金 △482,408 △1,093,658

自己株式 △604,076 △604,076

株主資本合計 8,064,325 7,453,076

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △28,626 △22,105

土地再評価差額金 △6,153 －

為替換算調整勘定 △26,953 △25,635

その他の包括利益累計額合計 △61,732 △47,740

純資産合計 8,002,593 7,405,335

負債純資産合計 9,141,494 8,631,311



（訂正後）
（単位：千円）

前連結会計年度

(平成23年９月30日)

当連結会計年度

(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,864,023 2,625,187

受取手形・完成工事未収入金等 ※3 419,728 ※3 546,603

リース投資資産（純額） 27,398 19,346

商品 13,234 12,591

材料貯蔵品 14,074 14,406

販売用不動産 534,563 467,651

未収消費税等 13,815 1,749

未収入金 18,182 34,018

その他 40,700 130,175

貸倒引当金 △27,168 △21,939

流動資産合計 3,918,554 3,829,790

資産合計 9,142,644 8,631,311

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 5,650,811

利益剰余金 △481,258 △1,093,658

自己株式 △604,076 △604,076

株主資本合計 8,065,475 7,453,076

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △28,626 △22,105

土地再評価差額金 △6,153 －

為替換算調整勘定 △26,953 △25,635

その他の包括利益累計額合計 △61,732 △47,740

純資産合計 8,003,743 7,405,335

負債純資産合計 9,142,644 8,631,311



(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22年10月１日
至 平成23年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成23年10月１日
至 平成24年９月30日)

売上高 2,882,535 3,284,114

売上原価 ※1 1,586,949 ※1 1,952,885

売上総利益 1,295,585 1,331,228

販売費及び一般管理費 ※2 1,860,193 ※2 1,622,155

営業損失（△） △564,607 △290,927

営業外収益

受取利息 15,170 11,379

受取配当金 111 92

受取給付金 9,606 1,815

投資不動産賃貸料 31,102 35,009

受取解約違約金 － 10,000

貸倒引当金戻入額 － 13,374

その他 44,273 34,685

営業外収益合計 100,265 106,356

経常損失（△） △512,977 △491,847

特別利益

貸倒引当金戻入額 254,900 －

賞与引当金戻入額 2,923 －

固定資産売却益 *6 3,416 ※5 766

持分法過年度修正益 427,165 －

受取補償金 － 30,375

競売による配当益 293,438 4,951

受取保険金 － 19,534

前期損益修正益 ※3 103 －

その他 10,250 1,391

特別利益合計 992,198 57,019

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）
404,551 △604,031

法人税、住民税及び事業税 6,482 7,218

法人税等合計 6,482 7,218

当期純利益又は当期純損失（△） 398,069 △611,249



（訂正後）

（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成22年10月１日
至 平成23年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成23年10月１日
至 平成24年９月30日)

売上高 2,882,535 3,284,114

売上原価 ※1 1,586,949 ※1 1,952,885

売上総利益 1,295,585 1,331,228

販売費及び一般管理費 ※2 1,851,744 ※2 1,622,155

営業損失（△） △556,158 △290,927

営業外収益

受取利息 15,170 11,379

受取配当金 111 92

受取給付金 9,606 1,815

投資不動産賃貸料 31,102 35,009

受取解約違約金 － 10,000

貸倒引当金戻入額 － 13,374

その他 41,353 34,685

営業外収益合計 97,345 106,356

経常損失（△） △507,448 △491,847

特別利益

貸倒引当金戻入額 254,900 －

賞与引当金戻入額 2,923 －

固定資産売却益 *6 3,416 ※5 766

受取補償金 － 30,375

競売による配当益 289,059 3,801

受取保険金 － 19,534

前期損益修正益 ※3 103 －

その他 10,250 1,391

特別利益合計 560,654 55,869

税金等調整前当期純損失（△） △21,464 △605,181

法人税、住民税及び事業税 6,482 7,218

法人税等合計 6,482 7,218

当期純損失（△） △27,946 △612,399



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22年10月１日

至 平成23年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成23年10月１日

至 平成24年９月30日)

当期純利益又は当期純損失（△） 398,069 △611,249

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,153 6,505

持分法適用会社に対する持分相当額 △33,201 7,486

その他の包括利益合計 △34,354 ※1 13,991

包括利益 363,714 △597,258

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 363,714 △597,258

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22年10月１日

至 平成23年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成23年10月１日

至 平成24年９月30日)

当期純損失（△） △27,946 △612,399

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,153 6,505

持分法適用会社に対する持分相当額 △9,510 7,486

その他の包括利益合計 △10,663 ※1 13,991

包括利益 △38,610 △598,408

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 △38,610 △598,408

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22年10月１日
至 平成23年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成23年10月１日
至 平成24年９月30日)

株主資本

利益剰余金

当期首残高 △6,998,940 △482,408

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） 398,069 △611,249

欠損填補 6,118,462 －

当期変動額合計 6,516,531 △611,249

当期末残高 △482,408 △1,093,658

株主資本合計

当期首残高 7,666,256 8,064,325

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） 398,069 △611,249

当期変動額合計 398,069 △611,249

当期末残高 8,064,325 7,453,076

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 △27,377 △28,626

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,248 6,520

当期変動額合計 △1,248 6,520

当期末残高 △28,626 △22,105

土地再評価差額金

前期末残高 ― △6,153

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,153 6,153

当期変動額合計 △6,153 6,153

当期末残高 △6,153 ―

為替換算調整勘定

前期末残高 ― △26,953

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △26,953 1,138

当期変動額合計 △26,953 1,138

当期末残高 △26,953 △25,635

その他の包括利益累計額合計

前期末残高 △27,377 △61,732

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △34,354 13,991

当期変動額合計 △34,354 13,991

当期末残高 △61,732 △47,740



（単位：千円）
前連結会計年度

(自 平成22年10月１日
至 平成23年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成23年10月１日
至 平成24年９月30日)

純資産合計

当期首残高 7,638,878 8,002,593

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） 398,069 △611,249

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △34,354 13,991

当期変動額合計 363,714 △597,258

当期末残高 8,002,593 7,405,335



（訂正後）
（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成22年10月１日
至 平成23年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成23年10月１日
至 平成24年９月30日)

株主資本

利益剰余金

当期首残高 △6,571,775 △481,258

当期変動額

当期純損失（△） △27,946 △612,399

欠損填補 6,118,462 －

当期変動額合計 6,090,517 △612,399

当期末残高 △481,258 △1,093,658

株主資本合計

当期首残高 8,093,421 8,065,475

当期変動額

当期純損失（△） △27,946 △612,399

当期変動額合計 △27,946 △612,399

当期末残高 8,065,475 7,453,076

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 △27,456 △28,626

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,170 6,520

当期変動額合計 △1,170 6,520

当期末残高 △28,626 △22,105

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） ― 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 △17,460 △26,953

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9,493 1,138

当期変動額合計 △9,493 1,138

当期末残高 △26,953 △25,635

その他の包括利益累計額合計

前期末残高 △51,069 △61,732

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,663 13,991

当期変動額合計 △10,663 13,991

当期末残高 △61,732 △47,740



（単位：千円）
前連結会計年度

(自 平成22年10月１日
至 平成23年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成23年10月１日
至 平成24年９月30日)

純資産合計

当期首残高 8,042,351 8,003,743

当期変動額

当期純損失（△） △27,946 △612,399

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,663 13,991

当期変動額合計 △38,608 △598,408

当期末残高 8,003,743 7,405,335

(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22年10月１日

至 平成23年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成23年10月１日

至 平成24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（△）
404,551 △604,031

持分法過年度修正損益（△は益） △427,165 ―

競売による配当益 △293,438 △1,974

その他 △11,688 23,046

（訂正後）

（単位：千円）

前連結会計年度

(自 平成22年10月１日

至 平成23年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成23年10月１日

至 平成24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（△）
△21,464 △605,181

競売による配当益 △289,059 △3,801

その他 △17,217 26,023



(１０) 連結財務諸表に関する注記事項
（セグメント情報等）
セグメント情報

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

（訂正前）

（単位：千円）

報告セグメント

調整額

（注）１

連結財務諸

表計上額

（注）２
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

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 6,593,273 2,548,221 9,141,494

（訂正後）

（単位：千円）

報告セグメント

調整額

（注）１

連結財務諸

表計上額

（注）２
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

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



（１株当たり情報）

（訂正前）

前連結会計年度

（自 平成 22 年 10 月１日

至 平成 23 年９月 30 日）

当連結会計年度

（自 平成 23年 10 月１日

至 平成 24年９月 30日）

１株当たり純資産額 197 円 88 銭 183 円 11 銭

１株当たり当期純利益金額

又は当期純損失金額(△) 9 円 84 銭 △15 円 11 銭

(注)１. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、前連結会計年度は潜在株式が存在しないため

記載しておりません。また、当連結会計年度は、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。

２．１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△)の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目

前連結会計年度

（自 平成 22年 10 月１日

至 平成 23年９月 30日）

当連結会計年度

（自 平成23年 10月１日

至 平成 24 年９月 30 日）

当期純利益金額又は当期純損失金額(△)(千円) 398,069 △611,249

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金額又は
当期純損失金額(△)(千円) 398,069 △611,249

普通株式の期中平均株式数(株) 40,442,156 40,442,156



（訂正後）

前連結会計年度

（自 平成 22 年 10 月１日

至 平成 23 年９月 30 日）

当連結会計年度

（自 平成 23年 10 月１日

至 平成 24年９月 30日）

１株当たり純資産額 197 円 91 銭 183 円 11 銭

当期純損失金額(△) △0円 69 銭 △15 円 14 銭

(注)１. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、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。

２．１株当たり当期純損失金額(△)の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目

前連結会計年度

（自 平成 22年 10 月１日

至 平成 23年９月 30日）

当連結会計年度

（自 平成23年 10月１日

至 平成 24 年９月 30 日）

当期純損失金額(△)(千円) △27,946 △612,399

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金額(△)(千円) △27,946 △612,399

普通株式の期中平均株式数(株) 40,442,156 40,442,156


