
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２四半期決算短信」の一部訂正について

当社は、平成21年５月８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２四半期 1,820 ― △86 ― 38 ― △416 ―
20年９月第２四半期 2,301 3.4 △51 ― △579 ― △699 ―

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２四半期 △10 18 ― ―
20年９月第２四半期 △1 73 ― ―

(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２四半期 12,725 11,598 91.1 286 80
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 2 四半期 11,598 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２四半期 1,820 △20.9 △86 ― 44 ― △410 ―
20年９月第２四半期 2,301 3.4 △51 ― △577 ― △608 ―

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２四半期 △10 15 ― ―
20年９月第２四半期 △1 51 ― ―

(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２四半期 13,105 11,978 91.4 296 19
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 2 四半期 11,978 百万円 20 年９月期 12,362 百万円



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

（訂正前）

この結果、当第２四半期連結会計期間の業績は、売上高８億44百万円、営業損失23百万円、経常利益93

百万円となっております。また、特別損失として不動産価格の下落による投資不動産の売却損、ファイナ

ンス事業による貸付金に対する貸倒引当金の計上により四半期純損失は１億20百万円となりました。

＜省略＞

（訂正後）

この結果、当第２四半期連結会計期間の業績は、売上高８億44百万円、営業損失23百万円、経常利益99

百万円となっております。また、特別損失として不動産価格の下落による投資不動産の売却損、ファイナ

ンス事業による貸付金に対する貸倒引当金の計上により四半期純損失は１億14百万円となりました。

＜省略＞

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２四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べ５億７百万円減少し127億25百万円となりました。流

動資産は３億31百万円減少し52億17百万円、固定資産は１億75百万円減少し75億８百万円となりました。

＜省略＞

（訂正後）

当第２四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べ５億 18 百万円減少し 131 億５百万円となりました。

流動資産は３億 31 百万円減少し 52 億 17 百万円、固定資産は１億 86 百万円減少し 78 億 87 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２四半期 20年9月期

１株当たり四半期(当期）純利益 △17円30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 340円16銭 296円03銭

（訂正後）

20年9月期第２四半期 20年9月期

１株当たり四半期(当期）純利益 △15円05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 348円85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２四半期連結会計期間末

(平成21年３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 103,496 123,782

関係会社株式 958,150 880,652

投資不動産 ※2 1,943,097 ※2 2,066,652

長期貸付金 1,714 2,009

破産更生債権等 371,481 －

その他 201,857 582,966

貸倒引当金 △516,401 △381,581

投資その他の資産合計 3,063,396 3,274,482

固定資産合計 7,508,244 7,683,859

資産合計 12,725,454 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 △3,066,208 △6,432,379

自己株式 △604,072 △604,069

株主資本合計 11,598,993 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 11,598,993 11,972,031

負債純資産合計 12,725,454 13,232,828



（訂正後）

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末

(平成21年３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 103,496 123,782

関係会社株式 1,337,733 1,271,260

投資不動産 ※2 1,943,097 ※2 2,066,652

長期貸付金 1,714 2,009

破産更生債権等 371,481 －

その他 201,857 582,966

貸倒引当金 △516,401 △381,581

投資その他の資産合計 3,442,979 3,665,090

固定資産合計 7,887,827 8,074,467

資産合計 13,105,037 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 △2,645,885 △6,018,193

自己株式 △604,072 △604,069

株主資本合計 12,019,316 12,429,679

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △82 △43,511

土地再評価差額金 △6,153 －

為替換算調整勘定 △34,505 △23,529

評価・換算差額等合計 △40,740 △67,040

純資産合計 11,978,576 12,362,639

負債純資産合計 13,105,037 13,623,436



（２）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）

当第２四半期連結累計期間

(自 平成20年10月１日

至 平成21年３月31日)

営業外収益

受取利息 1,528

有価証券売却益 14,449

受取給付金 5,271

持分法による投資利益 77,498

その他 35,354

営業外収益合計 134,101

営業外費用

その他 9,157

営業外費用合計 9,157

経常利益 38,782

税金等調整前四半期純損失（△） △407,809

四半期純損失（△） △416,497

（訂正後）

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間

(自 平成20年10月１日

至 平成21年３月31日)

営業外収益

受取利息 1,528

有価証券売却益 14,449

受取給付金 5,271

持分法による投資利益 83,635

その他 35,354

営業外収益合計 140,238

営業外費用

その他 9,157

営業外費用合計 9,157

経常利益 44,919

税金等調整前四半期純損失（△） △401,672

四半期純損失（△） △410,360



第２四半期連結会計期間

（訂正前）

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間

(自 平成21年１月１日

至 平成21年３月31日)

営業外収益

受取利息 1,434

受取給付金 5,271

持分法による投資利益 91,304

その他 21,939

営業外収益合計 119,949

営業外費用

その他 3,822

営業外費用合計 3,822

経常利益 93,058

税金等調整前四半期純損失（△） △127,446

四半期純損失（△） △120,521

（訂正後）

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間

(自 平成21年１月１日

至 平成21年３月31日)

営業外収益

受取利息 1,434

受取給付金 5,271

持分法による投資利益 97,441

その他 21,939

営業外収益合計 126,086

営業外費用

その他 3,822

営業外費用合計 3,822

経常利益 99,195

税金等調整前四半期純損失（△） △121,309

四半期純損失（△） △114,384



（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２四半期連結累計期間

(自 平成20年10月１日

至 平成21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（△） △407,809

持分法による投資損益（△は益） △77,498

（訂正後）

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間

(自 平成20年10月１日

至 平成21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（△） △401,672

持分法による投資損益（△は益） △83,635


