
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 第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

当社は、平成24年５月14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 ％

24年９月期第２四半期 1,472 12.9 △195 ― △398 ― △367 ―
23年９月期第２四半期 1,304 ― △345 ― △227 ― 219 ―
（注）包括利益 24年９月期第 2四半期 △362 百万円（―％） 23 年９月期第 2 四半期 185 百万円（―％）

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

24年９月期第２四半期 △9 08 ― ―
23年９月期第２四半期 5 42 ― ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年９月期第２四半期 8,779 7,640 87.0
23年９月期 9,141 8,002 87.5

（参考）自己資本 24 年９月期第２四半期 7,640 百万円 23 年９月期 8,002 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 ％

24年９月期第２四半期 1,472 12.9 △195 ― △398 ― △368 ―
23年９月期第２四半期 1,304 1.0 △345 ― △227 ― △208 ―
（注）包括利益 24年９月期第 2四半期 △363 百万円（―％） 23 年９月期第 2 四半期 △217 百万円（―％）

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

24年９月期第２四半期 △9 11 ― ―
23年９月期第２四半期 △5 15 ― ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年９月期第２四半期 8,779 7,640 87.0
23年９月期 9,142 8,003 87.5

（参考）自己資本 24 年９月期第２四半期 7,640 百万円 23 年９月期 8,003 百万円



１．当四半期決算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２四半期連結累計期間の業績は、売上高 14 億 72 百万円（前年同四半期売上高 13 億

４百万円）、営業損失１億 95 百万円（前年同四半期営業損失３億 45 百万円）、経常損失３億 98 百万

円（前年同四半期経常損失２億 27百万円）、四半期純損失３億 67百万円（前年同四半期 四半期純

利益２億 19百万円）となりました。

（訂正後）

＜省略＞

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高 14 億 72 百万円（前年同四半期売上高 13 億

４百万円）、営業損失１億 95 百万円（前年同四半期営業損失３億 45 百万円）、経常損失３億 98 百万

円（前年同四半期経常損失２億 27百万円）、四半期純損失３億 68百万円（前年同四半期 四半期純

利益２億８百万円）となりました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び純資産の状況

（資産）

（訂正前）

当第２四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 61 百万円減少し、87億

79 百万 円となりました。

流動資産は 1 億 48 百万円減少し 37 億 69 百万円、固定資産は 2 億 13 百万円減少し 50 億 10 百万

円となりました。

＜省略＞

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べて３億 62 百万円減少し、

76億 40 百万円となりました。＜省略＞

（訂正後）

当第２四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 62 百万円減少し、87億

79 百万 円となりました。

流動資産は 1 億 49 百万円減少し 37 億 69 百万円、固定資産は 2 億 13 百万円減少し 50 億 10 百万

円となりました。

＜省略＞

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べて３億 63 百万円減少し、

76億 40 百万円となりました。＜省略＞



（訂正前）

②連結キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により減少した資金は１億 93百万円（前年同四半期は２億 89百万円の減少）となりました。

主な減少要因は、税金等調整前四半期純損失３億 63百万円であります。

（訂正後）

②連結キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により減少した資金は１億 93百万円（前年同四半期は２億 89百万円の減少）となりました。

主な減少要因は、税金等調整前四半期純損失３億 64百万円であります。



４．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

（訂正前）

（単位：千円）

前連結会計年度

(平成 23年９月 30日)

当第２四半期連結会計期間

(平成 24年３月 31 日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,864,023 2,545,712

受取手形・完成工事未収入金等 419,728 480,504

商品 13,234 10,824

材料貯蔵品 14,074 11,998

販売用不動産 534,563 534,563

その他 98,948 211,767

貸倒引当金 △27,168 △26,299

流動資産合計 3,917,404 3,769,072

資産合計 9,141,494 8,779,835

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 △849,708

自己株式 △604,076 △604,076

株主資本合計 8,064,325 7,697,026

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 △22,747

土地再評価差額金 △6,153 －

為替換算調整勘定 △26,953 △33,891

その他の包括利益累計額合計 △61,732 △56,638

純資産合計 8,002,593 7,640,388

負債純資産合計 9,141,494 8,779,835



（訂正後）

（単位：千円）

前連結会計年度

(平成 23年９月 30日)

当第２四半期連結会計期間

(平成 24年３月 31 日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,864,023 2,545,712

受取手形・完成工事未収入金等 419,728 480,504

商品 13,234 10,824

材料貯蔵品 14,074 11,998

販売用不動産 534,563 534,563

その他 100,098 211,767

貸倒引当金 △27,168 △26,299

流動資産合計 3,918,554 3,769,072

資産合計 9,142,644 8,779,835

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 △849,708

自己株式 △604,076 △604,076

株主資本合計 8,065,475 7,697,026

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 △22,747

土地再評価差額金 △6,153 －

為替換算調整勘定 △26,953 △33,891

その他の包括利益累計額合計 △61,732 △56,638

純資産合計 8,003,743 7,640,388

負債純資産合計 9,142,644 8,779,835



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第２四半期連結累計期間

（訂正前）

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自 平成22年10月１日

至 平成 23年３月 31日)

当第２四半期連結累計期間

(自 平成23年10月１日

至 平成24年３月31日)

特別利益

固定資産売却益 － 107

貸倒引当金戻入額 22,248 －

持分法過年度修正益 427,165 －

前期損益修正益 103 －

受取補償金 － 29,348

競売による配当益 － 4,951

その他 5,381 107

特別利益合計 454,898 34,515

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（△）
225,206 △363,823

四半期純利益又は四半期純損失（△） 219,008 △367,299

（訂正後）
（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自 平成22年10月１日

至 平成 23年３月 31日)

当第２四半期連結累計期間

(自 平成23年10月１日

至 平成24年３月31日)

特別利益

固定資産売却益 － 107

貸倒引当金戻入額 22,248 －

前期損益修正益 103 －

受取補償金 － 29,348

競売による配当益 － 3,801

その他 5,381 107

特別利益合計 27,733 33,365

税金等調整前四半期純損失（△） △201,959 △364,973

四半期純損失（△） △208,157 △368,449



四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

（訂正前）

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自 平成22年10月１日

至 平成23年３月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自 平成23年10月１日

至 平成24年３月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 219,008 △367,299

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2,965 5,859

持分法適用会社に対する持分相当額 △36,226 △766

その他の包括利益合計 △33,260 5,093

四半期包括利益 185,747 △362,205

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 185,747 △362,205

（訂正後）

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自 平成22年10月１日

至 平成23年３月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自 平成23年10月１日

至 平成24年３月31日)

四半期純損失（△） △208,157 △368,449

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2,965 5,859

持分法適用会社に対する持分相当額 △12,535 △766

その他の包括利益合計 △9,569 5,093

四半期包括利益 △217,727 △363,355

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △217,727 △363,355



（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２四半期連結累計期間
(自 平成22年10月１日
至 平成23年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年10月１日
至 平成24年３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（△）

225,206 △363,823

持分法過年度修正損益（△は益） △427,165 －

競売による配当益 － △4,951

（訂正後）
（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年10月１日
至 平成23年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年10月１日
至 平成24年３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（△） △201,959 △364,973

競売による配当益 － △3,801


