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1.  平成23年9月期第1四半期の連結業績（平成22年10月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

23年9月期第1四半期 770 △6.4 △91 ― △152 ― 286 ―
22年9月期第1四半期 823 ― △174 ― △193 ― △580 ―

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

23年9月期第1四半期 7.09 ―
22年9月期第1四半期 △14.35 ―

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月期第1四半期 9,057 7,903 87.3 195.42
22年9月期 8,752 7,638 87.3 188.88

（参考） 自己資本   23年9月期第1四半期  7,903百万円 22年9月期  7,638百万円

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  
 

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

22年9月期 ― ― ― 0.00 0.00
23年9月期 ―
23年9月期 

（予想）
― ― 0.00 0.00

3.  平成23年9月期の連結業績予想（平成22年10月1日～平成23年9月30日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

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

第2四半期 
(累計)

1,442 11.6 △190 ― △266 ― 151 ― 3.73

通期 3,195 13.9 △228 ― △253 ― 160 ― 3.96



(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 

（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。なお、業績予想の前提となる条件及び業績予想の利用にあたっての注意事項等については、四
半期決算短信（添付資料）3ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「その他情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年9月期1Q 42,442,851株 22年9月期  42,442,851株
② 期末自己株式数 23年9月期1Q  2,000,695株 22年9月期  2,000,695株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年9月期1Q 40,442,156株 22年9月期1Q  40,442,181株
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 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、経済対策効果や海外経済の改善を背景に、景気は緩やかな回復

の兆しは見られたものの、引き続き厳しい雇用情勢や急激な為替相場の変動や株式市況の低迷等により、先行き不透

明感がぬぐいきれない状況にあります。 

 こうした状況のもと、株式投資が主たる業務のインベストメント事業は、株価の低迷の影響により売上を計上でき

ませんでした。 

 また、当社グループの中核であるゴルフ・リゾート事業におきましては、天候不順が影響し、売上高が前年同期と

比較して34百万円減少しました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高７億70百万円（前年同四半期売上高８億23百万円）、営業

損失91百万円（前年同四半期営業損失１億74百万円）、経常損失１億52百万円（前年同四半期経常損失１億93百万

円）、四半期純利益２億86百万円（前年同四半期純損失５億80百万円）となりました。 

 四半期純利益につきましては、関係会社株式に対する持分法過年度修正益４億27百万円が主な要因であります。 

  

 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、天候不順の影響があり、客数が伸び悩みました。この結果、売上高３億

77百万円、（前年同四半期売上高４億12百万円）、営業損失95百万円（前年同四半期営業損失72百万円）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３百万円（前年同四半期売上高８百万円）、営業利益２百万円（前年

同四半期営業損失１億７百万円）となりました。 

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、当該事業を取巻く経済環境が先行き不透明な事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）、営業利益０円（前年同四半期営業損失１百万円）と

なりました。 

④建設事業 

 建設事業におきましては、公共事業の受注件数の減少や価格の低迷等がありました。徹底したコスト縮減等の営

業努力を行った結果、売上高３億73百万円（前年同四半期売上高３億64百万円）、営業損失０百万円（前年同四半

期営業損失５百万円）となりました。 

⑤リアルエステート事業 

 リアルエステート事業の主な売上は賃貸用不動産の収入であります。この結果、売上高17百万円（前年同四半期

売上高０百万円）、営業利益２百万円（前年同四半期営業損失１百万円）となりました。 

  

（資産、負債及び純資産の状況） 

 当第１四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３億４百万円増加し90億57百万円となりまし

た。流動資産は３億46百万円増加し41億８百万円、固定資産は41百万円減少し49億49百万円となりました。 

 流動資産増加の主な要因は、仮差押が解除されたことに伴い、預け金が５億67百万円増加し、一方、現金及び預

金が１億89百万円減少したことによります。 

 固定資産は、関係会社株式が増加３億22百万円、長期貸付金が２億18百万円増加したのに対し、仮差押の解除に

よる減少５億67百万円があったため、全体として減少となりました。 

 負債合計は前連結会計年度末に比べ40百万円増加し11億54百万円となりました。主な要因は、流動負債で支払手

形・工事未払金等が21百万円増加したことによります。 

 純資産では剰余金の処分により資本剰余金が61億18百万円減少しました。 

  

１．当四半期の連結業績等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

（２）連結財政状態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１四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１億89百万円減少し25億17百万円となりました。 

 当第１四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。 

 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26百万円となりました（前年同四半期は５億28百万円の減少）。これは主に、仕入債

務の増加21百万円（前年同四半期は57百万円の減少）によるものであります。 

 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２億16百万円となりました（前年同四半期は88百万円の減少）。これは主に、貸付け

による支出２億30百万円（前年同四半期は０円）によるものであります。 

 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増加又は減少は０円となりました（前年同四半期は０百万円の減少）。当第１四半期連結会

計期間は、自己株式の取得がありませんでした。 

  

 当社グループは、当第１四半期連結会計期間において重要な経常損失及び四半期純利益を計上し、平成22年11月15

日付にて発表しました業績予想を修正しております。 

 修正に至った主たる要因は下記のとおりであります。 

①関係会社株式に対する持分法過年度修正益が４億27百万円発生したこと。 

②持分法による投資損失が79百万円発生したこと。 

 この結果、通期の連結業績予想数値は【四半期決算短信（サマリー情報）３．平成23年９月期の連結業績予想】に

記載したとおりであります。 

 なお、詳細は平成23年２月９日公表の「営業外損失（連結）の発生、特別利益（連結）の発生及び平成23年９月期

第２四半期累計期間（連結）・通期（連結）業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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 当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四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価

額を見積り、簿価切り下げを行っております。 

  

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適

用しております。 

 これにより、営業損失及び経常損失は、それぞれ32千円増加しており、税金等調整前四半期純利益は417千円減

少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は1,964千円であります。 

  

（「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用） 

 当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表

分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）を

適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

  

２．その他の情報

（１）重要な子会社の異動の概要

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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１四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,517,164 2,706,198

受取手形・完成工事未収入金等 359,329 355,601

預け金 567,892 －

商品 9,674 10,798

材料貯蔵品 11,409 13,888

販売用不動産 547,402 546,700

営業貸付金 － 423,624

その他 166,684 200,767

貸倒引当金 △70,938 △495,126

流動資産合計 4,108,619 3,762,451

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 619,939 625,079

機械装置及び運搬具（純額） 30,222 33,129

工具、器具及び備品（純額） 15,027 13,703

土地 1,917,645 1,917,645

有形固定資産合計 2,582,835 2,589,558

無形固定資産   

その他 10,425 8,940

無形固定資産合計 10,425 8,940

投資その他の資産   

関係会社株式 980,493 657,549

長期貸付金 386,300 168,300

長期未収入金 1,169,350 1,162,604

破産更生債権等 1,923,887 1,923,799

仮差押 － 567,892

その他 699,487 286,282

貸倒引当金 △2,803,504 △2,374,398

投資その他の資産合計 2,356,015 2,392,031

固定資産合計 4,949,277 4,990,529

資産合計 9,057,896 8,752,981
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 275,420 254,182

未払法人税等 41,988 22,128

ポイント引当金 17,765 18,585

その他 285,571 291,736

流動負債合計 620,745 586,633

固定負債   

退職給付引当金 192,155 188,384

資産除去債務 1,970 －

その他 339,736 339,084

固定負債合計 533,862 527,469

負債合計 1,154,607 1,114,102

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 11,769,273

利益剰余金 △593,844 △6,998,940

自己株式 △604,076 △604,076

株主資本合計 7,952,890 7,666,256

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △25,376 △27,377

土地再評価差額金 △6,153 －

為替換算調整勘定 △18,072 －

評価・換算差額等合計 △49,601 △27,377

純資産合計 7,903,288 7,638,878

負債純資産合計 9,057,896 8,752,981
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 823,823 770,976

売上原価 413,142 381,173

売上総利益 410,680 389,803

販売費及び一般管理費 585,073 481,144

営業損失（△） △174,392 △91,341

営業外収益   

受取利息 29 4,895

受取給付金 6,248 4,628

その他 18,535 10,571

営業外収益合計 24,813 20,095

営業外費用   

持分法による投資損失 41,907 79,919

その他 1,801 1,441

営業外費用合計 43,708 81,360

経常損失（△） △193,288 △152,607

特別利益   

貸倒引当金戻入額 40,758 16,100

持分法過年度修正益 － 427,165

前期損益修正益 1,702 103

その他 1,038 5,046

特別利益合計 43,499 448,415

特別損失   

前期損益修正損 31,479 18

減損損失 392,514 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 385

その他 － 2,397

特別損失合計 423,994 2,801

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（△）

△573,782 293,007

法人税、住民税及び事業税 9,304 6,373

法人税等還付税額 △2,889 －

法人税等合計 6,414 6,373

四半期純利益又は四半期純損失（△） △580,196 286,633
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12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（△）

△573,782 293,007

減価償却費 42,244 14,689

減損損失 392,514 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 90,822 4,917

その他の引当金の増減額（△は減少） 677 △2,877

受取利息及び受取配当金 △29 △4,895

持分法による投資損益（△は益） 41,907 79,919

投資有価証券売却損益（△は益） － 1,295

持分法過年度修正益 － △427,165

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 385

リース投資資産の増減額（△は増加） 8,728 9,195

売上債権の増減額（△は増加） 155,494 △5,002

未成工事支出金の増減額（△は増加） 110,397 △441

その他たな卸資産の増減額（△は増加） △19,136 2,900

未収入金の増減額（△は増加） 14,481 3,354

未収消費税等の増減額（△は増加） － 20,227

営業貸付金の増減額（△は増加） △699,420 3,110

仕入債務の増減額（△は減少） △57,576 21,237

未成工事受入金の増減額（△は減少） △35,857 －

未払消費税等の増減額（△は減少） 62,704 460

その他 △60,211 10,541

小計 △526,041 24,861

利息及び配当金の受取額 29 4,895

法人税等の支払額 △2,325 △2,771

営業活動によるキャッシュ・フロー △528,337 26,985

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △3,099 △3,491

投資有価証券の売却による収入 － 6,544

無形固定資産の取得による支出 － △1,980

貸付けによる支出 － △230,000

貸付金の回収による収入 600 12,000

金銭債権の買入れに伴う支出 △100,000 －

その他 14,019 908

投資活動によるキャッシュ・フロー △88,479 △216,018

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 △1 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △1 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △616,817 △189,033

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 3,159,007 2,706,198

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,551,190 2,517,164
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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１四半期連結累計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31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 

３．会計処理方法の変更 

 前第１四半期連結累計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31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）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計期間に着

手した工事契約から、当第１四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と比べて、建設事業の売上高は83,757千円増加し、営業損失は

9,580千円減少しております。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

 前第１四半期連結累計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日） 

 本邦以外の国又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。 

  

（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） 
ＩＴ事業

（千円） 

リアルエステ

ート事業 
（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 
 412,600  6,250  －  364,318  40,500  154  823,823  －  823,823

(2）セグメント間の 

  内部売上高 

  又は振替高 

 －  2,333  －  －  －  －  2,333  △2,333  －

計  412,600  8,583  －  364,318  40,500  154  826,156  △2,333  823,823

営業利益又は 

営業損失(△) 
 △72,636  △107,137  △1,054  △5,399  13,447  △1,669  △174,450  57  △174,392

事業区分 事業の内容

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。 

ＩＴ事業 広域分散型のデータストレージ事業を行っております。 

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。 

㈱Ａ．Ｃホールディングス（1783） 第１四半期決算短信

- 9 -- 9 -



〔海外売上高〕 

 前第１四半期連結累計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

 当社グループは、事業種類別のセグメントから構成されており、下記を報告セグメントとしております。 

   「ゴルフ・リゾート事業」ゴルフ場の買収・運営を行っております。 

   「ファイナンス事業」リース業・割賦販売を行っております。 

   「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・上水道及び地下埋設ライフラインの管渠敷設工事の請負 

   を行っております。 

   「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。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 当第１四半期連結累計期間（自平成22年10月１日 至平成22年12月31日） 

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

   ２．セグメント利益又は損失は四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  

 該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号

平成20年３月21日）を適用しております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

報告セグメント 
調整額 

（千円） 

（注）１ 

四半期連結損益

計算書計上額 

（千円） 

（注）２ 

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） 

計 

（千円）

売上高                

（1）外部顧客への 

   売上高 
377,920 2,396 － 373,165 17,494 770,976 － 770,976

（2）セグメント間の 

   内部売上高又は 

   振替高 

－ 1,571 － － － 1,571 △1,571 －

計 377,920 3,967 － 373,165 17,494 772,547 △1,571 770,976

セグメント利益又は 

損失（△） 
△95,717 2,058 － △736 2,883 △91,511 170 △91,341

（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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