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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24年９月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

当社は、平成24年８月９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３四半期 2,378 13.4 △235 ― △423 ― △374 ―
23年９月期第３四半期 2,097 3.2 △415 ― △330 ― 432 ―
（注）包括利益 24年９月期第 3四半期 △353 百万円（―％） 23 年９月期第 3 四半期 405 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３四半期 △9 26 ― ―
23年９月期第３四半期 10 69 ― ―

(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３四半期 8,850 7,648 86.4
23年９月期 9,141 8,002 87.5

（参考）自己資本 24 年９月期第３四半期 7,648 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３四半期 2,378 13.4 △235 ― △423 ― △375 ―
23年９月期第３四半期 2,097 3.2 △413 ― △330 ― 4 ―
（注）包括利益 24 年９月期第 3 四半期 △354 百万円（―％） 23年９月期第 3四半期 1 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３四半期 △9 29 ― ―
23年９月期第３四半期 0 12 ― ―

(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３四半期 8,850 7,648 86.4
23年９月期 9,142 8,003 87.5

（参考）自己資本 24 年９月期第３四半期 7,648 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）

(1) 経営成績の分析

＜省略＞

この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高23億78百万円（前年同四半期売上高20億97百

万円）、営業損失２億35百万円（前年同四半期営業損失４億15百万円）、経常損失４億23百万円（前年

同四半期経常損失３億30百万円）、四半期純損失３億74百万円（前年同四半期 四半期純利益４億32百

万円）となりました。

（訂正後）

(1) 経営成績の分析

＜省略＞

この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高23億78百万円（前年同四半期売上高20億97百

万円）、営業損失２億35百万円（前年同四半期営業損失４億15百万円）、経常損失４億23百万円（前年

同四半期経常損失３億30百万円）、四半期純損失３億75百万円（前年同四半期 四半期純利益４百万円）

となりました。



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３四半期連結会計期間

(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,864,023 2,703,339

受取手形・完成工事未収入金等 419,728 ※2 495,185

商品 13,234 14,464

材料貯蔵品 14,074 14,818

販売用不動産 534,563 533,942

その他 98,948 80,528

貸倒引当金 △27,168 △22,920

流動資産合計 3,917,404 3,819,359

資産合計 9,141,494 8,850,864

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 △856,771

自己株式 △604,076 △604,076

株主資本合計 8,064,325 7,689,963

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 △24,965

土地再評価差額金 △6,153 －

為替換算調整勘定 △26,953 △16,017

その他の包括利益累計額合計 △61,732 △40,982

純資産合計 8,002,593 7,648,980

負債純資産合計 9,141,494 8,850,864



（訂正後）

（単位：千円）

前連結会計年度

(平成23年９月30日)

当第３四半期連結会計期間

(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,864,023 2,703,339

受取手形・完成工事未収入金等 419,728 ※2 495,185

商品 13,234 14,464

材料貯蔵品 14,074 14,818

販売用不動産 534,563 533,942

その他 100,098 80,528

貸倒引当金 △27,168 △22,920

流動資産合計 3,918,554 3,819,359

資産合計 9,142,644 8,850,864

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 △856,771

自己株式 △604,076 △604,076

株主資本合計 8,065,475 7,689,963

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 △24,965

土地再評価差額金 △6,153 －

為替換算調整勘定 △26,953 △16,017

その他の包括利益累計額合計 △61,732 △40,982

純資産合計 8,003,743 7,648,980

負債純資産合計 9,142,644 8,850,864



（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３四半期連結累計期間

（訂正前）

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自 平成22年10月１日
至 平成23年６月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自 平成23年10月１日
至 平成24年６月30日)

販売費及び一般管理費 1,349,856 1,202,994

営業損失（△） △415,920 △235,858

営業外収益

受取利息 12,018 9,597

受取配当金 1,092 63

受取給付金 9,606 1,815

持分法による投資利益 48,876 －

投資不動産賃貸料 22,036 26,517

貸倒引当金戻入額 － 1,645

その他 36,017 28,772

営業外収益合計 129,647 68,413

特別利益

固定資産売却益 2,917 107

貸倒引当金戻入額 235,922 －

持分法過年度修正益 427,165 －

前期損益修正益 103 －

受取補償金 － 30,375

競売による配当益 113,979 4,951

受取保険金 － 19,534

その他 5,262 107

特別利益合計 785,350 55,076

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（△）

438,782 △369,031

四半期純利益又は四半期純損失（△） 432,149 △374,362



（訂正後）
（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自 平成22年10月１日
至 平成23年６月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自 平成23年10月１日
至 平成24年６月30日)

販売費及び一般管理費 1,346,936 1,202,994

営業損失（△） △413,000 △235,858

営業外収益

受取利息 12,018 9,597

受取配当金 1,092 63

受取給付金 9,606 1,815

持分法による投資利益 48,876 －

投資不動産賃貸料 22,036 26,517

貸倒引当金戻入額 － 1,645

その他 33,097 28,772

営業外収益合計 126,727 68,413

特別利益

固定資産売却益 2,917 107

貸倒引当金戻入額 235,922 －

前期損益修正益 103 －

受取補償金 － 30,375

競売による配当益 113,979 3,801

受取保険金 － 19,534

その他 5,262 107

特別利益合計 358,185 53,926

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（△）

11,617 △370,181

四半期純利益又は四半期純損失（△） 4,984 △375,512



四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

（訂正前）

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自 平成22年10月１日

至 平成23年６月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自 平成23年10月１日

至 平成24年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 432,149 △374,362

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2,899 3,650

持分法適用会社に対する持分相当額 △30,047 17,099

その他の包括利益合計 △27,147 20,749

四半期包括利益 405,002 △353,613

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 405,002 △353,613

（訂正後）

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自 平成22年10月１日

至 平成23年６月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自 平成23年10月１日

至 平成24年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 4,984 △375,512

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2,899 3,650

持分法適用会社に対する持分相当額 △6,356 17,099

その他の包括利益合計 △3,456 20,749

四半期包括利益 1,528 △354,763

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,528 △354,763



(４)セグメント情報等

〔セグメント情報〕

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成22年10月１日 至 平成23年６月30日)

１．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

（訂正前）

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）

セグメント利益又は

損失(△)
△374,746 △7,054 △29,449 △6,291 4,966 △412,575 △3,345 △415,920

（訂正後）

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）

セグメント利益又は

損失(△)
△371,826 △7,054 △29,449 △6,291 4,966 △409,654 △3,345 △413,000


