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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成21年12月25日に提出いたしました第64期（自　平成20年10月１日　至　平成21年９月30日）有価証券報告書の記載事

項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものでありま

す。

なお、訂正後の連結財務諸表については、監査法人まほろばにより監査を受けており、その監査報告書を添付しておりま

す。

また、連結財務諸表の記載内容にかかる訂正箇所についてはXBRLの修正も行いましたので、併せて修正後のXBRL形式デー

タ一式（表示情報ファイルを含む）を提出いたします。

 

 

 

２ 【訂正事項】

　第一部　企業情報

第１　企業の概況

１　主要な経営指標等の推移

４　関係会社の状況

第２　事業の状況

１　業績等の概要

７　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

第５　経理の状況

　２．監査証明について

１　連結財務諸表等

（１）連結財務諸表

　　①連結貸借対照表

　　②連結損益計算書

　　③連結株主資本等変動計算書

　　④連結キャッシュ・フロー計算書

　　　注記事項

（連結貸借対照表関係）

（連結損益計算書関係）

（セグメント情報）

（１株当たり情報）

（２）その他

 

 

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。
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第一部　企業情報
第１　企業の概況

１　主要な経営指標等の推移
（１） 連結経営指標等

 
（訂正前）

回次 第60期 第61期 第62期 第63期 第64期

決算年月 平成17年９月期 平成18年９月期 平成19年９月期 平成20年９月期 平成21年９月期

売上高 (千円) ― 4,097,526 4,841,759 4,387,546 3,736,519

経常損失(△) (千円) ― △234,331 △38,293 △497,984 △26,913

当期純損益(△は損失) (千円) ― 214,787 △4,422,568 △2,279,239 △3,505,212

純資産額 (千円) ― 19,382,807 14,605,506 11,972,031 8,480,612

総資産額 (千円) ― 20,759,407 15,973,037 13,232,828 9,696,178

１株当たり純資産額 (円) ― 45.20 35.68 296.03 209.70

１株当たり当期純損益

金額(△は損失)
(円) ― 0.66 △10.55 △56.36 △86.67

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
(円) ― 0.65 ― ― ―

自己資本比率 (％) ― 92.4 90.3 90.5 87.5
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（訂正後）

回次 第60期 第61期 第62期 第63期 第64期

決算年月 平成17年９月期 平成18年９月期 平成19年９月期 平成20年９月期 平成21年９月期

売上高 (千円) ― 4,097,526 4,841,759 4,387,546 3,736,519

経常損失(△) (千円) ― △234,331 △10,123 △476,633 △20,777

当期純損益(△は損失) (千円) ― 214,787 △4,309,576 △2,140,520 △3,499,076

純資産額 (千円) ― 19,382,807 14,748,166 12,362,639 8,863,246

総資産額 (千円) ― 20,759,407 16,115,697 13,623,436 10,078,812

１株当たり純資産額 (円) ― 45.20 35.96 305.69 219.16

１株当たり当期純損益

金額(△は損失)
(円) ― 0.66 △10.28 △52.93 △86.52

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
(円) ― 0.65 ― ― ―

自己資本比率 (％) ― 92.4 90.3 90.7 87.9
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４　関係会社の状況

②持分法適用関連会社

（訂正前）

 （平成21年９月30日現在）

名称 住所 資本金（千円）
主要な事業

の内容

議決権の所有割合

（％）
関係内容

 ㈱テークスグループ

※４
神奈川県相模原市 2,713,552

試験機事業、

民生品事業

38.42

[11.34]
 なし

 

 
 

（訂正後）

 （平成21年９月30日現在）

名称 住所 資本金（千円）
主要な事業

の内容

議決権の所有割合

（％）
関係内容

 ㈱テークスグループ

※４
神奈川県相模原市 2,713,552

試験機事業、

民生品事業

38.39

[11.34]
 なし
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第２　事業の状況

１　業績等の概要

（１）業績

 

（訂正前）
　　　　　　＜省略＞

　この結果、当連結会計年度の業績は、売上高37億36百万円（対前年同期比14.8％減）、営業損失１億81百万円（前年

同期営業利益24百万円）、経常損失26百万円（前年同期経常損失４億97百万円）、当期純損失35億５百万円（前年同期

当期純損失22億79百万円）となりました。

　営業損失としましては、原価率を2.3％改善しましたが、売上高の減少が影響し損失の計上となりました。

　経常損失としましては、前連結会計年度には持分法による投資損失が４億71百万円発生しましたが、当連結会計年度

には持分法による投資利益が49百万円発生しました。

 

 

（訂正後）
　　　　　　＜省略＞

　この結果、当連結会計年度の業績は、売上高37億36百万円（対前年同期比14.8％減）、営業損失１億81百万円（前年

同期営業利益24百万円）、経常損失20百万円（前年同期経常損失４億76百万円）、当期純損失34億99百万円（前年同期

当期純損失21億40百万円）となりました。

　営業損失としましては、原価率を2.3％改善しましたが、売上高の減少が影響し損失の計上となりました。

　経常損失としましては、前連結会計年度には持分法による投資損失が４億50百万円発生しましたが、当連結会計年度

には持分法による投資利益が55百万円発生しました。

 

 

 

 

 

（２）キャッシュ・フロー

 

（訂正前）
①営業活動によるキャッシュ・フロー

　　　　　 営業活動によって得られた資金は、３億42百万円となり前連結会計年度に比べて６億56百万円減少しました。これ

は、税金等調整前当期純損失が34億95百万円、売上債権の増加１億10百万円があったものの、減損損失27億75百万

円、貸倒引当金６億１百万円の増加があったことによります。

 

 

（訂正後）
① 営業活動によるキャッシュ・フロー

　　　　　 営業活動によって得られた資金は、３億42百万円となり前連結会計年度に比べて６億56百万円減少しました。これ

は、税金等調整前当期純損失が34億89百万円、売上債権の増加１億10百万円があったものの、減損損失27億75百万

円、貸倒引当金６億１百万円の増加があったことによります。
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７　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

（２）当連結会計年度の経営成績に関する分析

 

（訂正前）

③経常損失

　 　　　　当連結会計年度の経常損失は、持分法による投資利益が49百万円発生したこと等により、26百万円となりました。

④当期純損失

　当連結会計年度の当期純損失は、営業活動による損益がマイナスとなる資産グループの土地・建物等に対する減損

損失17億14百万円、また、共有資産を含む大きな単位で、損益が継続してマイナスとなるため、投資不動産を含む固

定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額したことによる減損損失10億60百万円、計27億75百万円を特別損失に計上

いたしました。そして、不動産担保債権等に対して５億95百万円を貸倒引当金繰入額として特別損失に計上したこと

等により、35億5百万円となりました。

 

 

 

（訂正後）

③ 経常損失

　 　　　　当連結会計年度の経常損失は、持分法による投資利益が55百万円発生したこと等により、20百万円となりました。

④ 当期純損失

　当連結会計年度の当期純損失は、営業活動による損益がマイナスとなる資産グループの土地・建物等に対する減損

損失17億14百万円、また、共有資産を含む大きな単位で、損益が継続してマイナスとなるため、投資不動産を含む固

定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額したことによる減損損失10億60百万円、計27億75百万円を特別損失に計上

いたしました。そして、不動産担保債権等に対して５億95百万円を貸倒引当金繰入額として特別損失に計上したこと

等により、34億99百万円となりました。
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（４）財政状態の分析

 

（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35億36百万円減少し96億96百万円となりました。流動資産は15億71百万

円減少し、39億77百万円、固定資産は19億65百万円減少し、57億18百万円となりました。流動資産減少の主な要因は未

収入金の減少16億98百万円、現預金の減少４億19百万円であり、また、一方貸倒引当金は14億13百万円減少しておりま

す。固定資産減少の主な要因は、減損損失の計上による有形固定資産の減少19億72百万円、投資不動産の減少６億99百

万円であります。

②負　債

　　　　　　＜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34億91百万円減少しております。純資産の減少の主な要因は当期純損

失35億５百万円であります。

 

 

 

（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35億44百万円減少し100億78百万円となりました。流動資産は15億71百

万円減少し、39億77百万円、固定資産は19億73百万円減少し、61億１百万円となりました。流動資産減少の主な要因は

未収入金の減少16億98百万円、現預金の減少４億19百万円であり、また、一方貸倒引当金は14億13百万円減少しており

ます。固定資産減少の主な要因は、減損損失の計上による有形固定資産の減少19億72百万円、投資不動産の減少６億99

百万円であります。

②負　債

　　　　　　＜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34億99百万円減少しております。純資産の減少の主な要因は当期純損

失34億99百万円であります。
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第５　経理の状況

（訂正前）

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前連結会計年度（平成19年10月1日から平成20年９月30日ま

で）の連結財務諸表及び前事業年度（平成19年10月１日から平成20年9月30日まで）の財務諸表並びに当連結会計年度（平成

20年10月１日から平成21年９月30日まで）の連結財務諸表及び当事業年度（平成20年10月１日から平成21年９月30日まで）

の財務諸表についてフロンティア監査法人により監査を受けております。

 

 

 

（訂正後）

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前連結会計年度（平成19年10月1日から平成20年９月30日ま

で）の連結財務諸表及び前事業年度（平成19年10月１日から平成20年9月30日まで）の財務諸表並びに当連結会計年度（平成

20年10月１日から平成21年９月30日まで）の連結財務諸表及び当事業年度（平成20年10月１日から平成21年９月30日まで）

の財務諸表についてフロンティア監査法人により監査を受けております。

なお、金融商品取引法第24条の２第１項の規定に基づき、有価証券報告書の訂正報告書を提出しておりますが、訂正後の

連結財務諸表について、監査法人まほろばの監査を受けております。
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１　連結財務諸表等

（１）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20年９月30日)

当連結会計年度

(平成21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 123,782 109,730

関係会社株式 ※1 880,652 ※1 938,968

長期貸付金 2,009 ―

長期未収入金 ― 1,163,061

投資不動産（純額） ※3　2,066,652 ※3　1,366,907

破産更生債権等 ― 1,922,927

その他 582,966 189,928

貸倒引当金 △381,581 △2,396,513

投資その他の資産合計 3,274,482 3,295,010

固定資産合計 7,683,859 5,718,823

資産合計 13,232,828 9,696,178

 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,500,000 3,500,000

資本剰余金 15,551,943 11,769,273

利益剰余金 △6,432,379 △6,154,922

自己株式 △604,069 △604,074

株主資本合計 12,015,493 8,510,276

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △43,462 △29,664

評価・換算差額等合計 △43,462 △29,664

純資産合計 11,972,031 8,480,612

負債純資産合計 13,232,828 9,696,178
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（訂正後）

  （単位：千円）

 前連結会計年度

(平成20年９月30日)

当連結会計年度

(平成21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 123,782 109,730

関係会社株式 ※1 1,271,260 ※1 1,321,602

長期貸付金 2,009 ―

長期未収入金 ― 1,163,061

投資不動産（純額） ※3　2,066,652 ※3　1,366,907

破産更生債権等 ― 1,922,927

その他 582,966 189,928

貸倒引当金 △381,581 △2,396,513

投資その他の資産合計 3,665,090 3,677,644

固定資産合計 8,074,467 6,101,457

資産合計 13,623,436 10,078,812

 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,500,000 3,500,000

資本剰余金 15,551,943 11,769,273

利益剰余金 △6,018,193 △5,734,600

自己株式 △604,069 △604,074

株主資本合計 12,429,679 8,930,598

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △43,511 △29,692

土地再評価差額金 ― △6,153

為替換算調整勘定 △23,529 △31,507

評価・換算差額等合計 △67,040 △67,352

純資産合計 12,362,639 8,863,246

負債純資産合計 13,623,436 10,078,812
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　　②連結損益計算書

 

　（訂正前）

  （単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成19年10月１日

　至　平成20年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成20年10月１日

　至　平成21年９月30日)

   

営業外収益   

受取利息 12,571 3,032

受取配当金 187 141

受取給付金 12,149 11,108

有価証券売却益 ― 13,573

持分法による投資利益 ― 49,315

会員受入収入 ― 36,190

投資不動産賃貸料 ― 105,356

その他の営業外収益 77,231 40,453

営業外収益合計 102,140 259,171

営業外費用   

持分法による投資損失 471,718 ―

有価証券売却損 87,719 ―

投資不動産賃貸費用 ― 91,716

その他の営業外費用 65,512 12,377

営業外費用合計 624,950 104,093

経常損失（△） △497,984 △26,913

特別利益   

貸倒引当金戻入額 ― 32,112

賞与引当金戻入額 ― 2,526

前期損益修正益 ※5　536 ※5　287

固定資産売却益 ※3　475,048 ―

投資有価証券売却益 30,808 2,589

その他 51,551 3,745

特別利益合計 557,944 41,260

特別損失   

固定資産除売却損 ※6,※7　99,598 ―

投資有価証券評価損 69,887 19,610

投資有価証券売却損 224,323 6,275

貸倒引当金繰入額 954,997 595,181

投資不動産売却損 126,797 ※4　111,891

減損損失 ※2　750,638 ※2　2,775,437

その他 85,394 1,496

特別損失合計 2,311,637 3,509,892

税金等調整前当期純損失（△） △2,251,676 △3,495,545

法人税、住民税及び事業税 27,563 9,667

法人税等合計 27,563 9,667

当期純損失（△） △2,279,239 △3,505,212
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　（訂正後）

  （単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成19年10月１日

　至　平成20年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成20年10月１日

　至　平成21年９月30日)

   

営業外収益   

受取利息 12,571 3,032

受取配当金 187 141

受取給付金 12,149 11,108

有価証券売却益 ― 13,573

持分法による投資利益 ― 55,451

会員受入収入 ― 36,190

投資不動産賃貸料 ― 105,356

その他の営業外収益 77,231 40,453

営業外収益合計 102,140 265,307

営業外費用   

持分法による投資損失 450,367 ―

有価証券売却損 87,719 ―

投資不動産賃貸費用 ― 91,716

その他の営業外費用 65,512 12,377

営業外費用合計 603,599 104,093

経常損失（△） △476,633 △20,777

特別利益   

貸倒引当金戻入額 ― 32,112

賞与引当金戻入額 ― 2,526

前期損益修正益 ※5　536 ※5　287

固定資産売却益 ※3　475,048 ―

投資有価証券売却益 30,808 2,589

子会社株式売却益 354,609 ―

その他 51,551 3,745

特別利益合計 912,553 41,260

特別損失   

固定資産除売却損 ※6,※7　99,598 ―

投資有価証券評価損 69,887 19,610

投資有価証券売却損 224,323 6,275

貸倒引当金繰入額 1,278,133 595,181

投資不動産売却損 126,797 ※4　111,891

減損損失 ※2　721,233 ※2　2,775,437

その他 85,394 1,496

特別損失合計 2,605,368 3,509,892

税金等調整前当期純損失（△） △2,169,447 △3,489,409

法人税、住民税及び事業税 27,563 9,667

法人税等合計 27,563 9,667

少数株主損失 56,490 ―

当期純損失（△） △2,140,520 △3,499,076
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　　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19年10月１日
　至　平成20年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年10月１日
　至 平成21年９月30日)

株主資本   

   

利益剰余金   

前期末残高 △3,990,420 △6,432,379

当期変動額   

当期純損失（△） △2,279,239 △3,505,212

新規連結に伴う利益剰余金の増加 △243 ―

連結除外による利益剰余金の減少 △162,475 ―

欠損填補 ― 3,782,669

当期変動額合計 △2,441,958 277,457

当期末残高 △6,432,379 △6,154,922

   

株主資本合計   

前期末残高 14,457,456 12,015,493

当期変動額   

　資本準備金の取崩 ― △3,782,669

当期純損失（△） △2,279,239 △3,505,212

自己株式の取得 △4 △4

新規連結に伴う利益剰余金の増加 △243 ―

連結除外による利益剰余金の減少 △162,475 ―

欠損填補 ― 3,782,669

当期変動額合計 △2,441,963 △3,505,217

当期末残高 12,015,493 8,510,276

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △26,005 △43,462

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △17,456 13,798

当期変動額合計 △17,456 13,798

当期末残高 △43,462 △29,664

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △26,005 △43,462

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △17,456 13,798

当期変動額合計 △17,456 13,798

当期末残高 △43,462 △29,664

少数株主持分   

　前期末残高 174,055 ―

　当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △174,055 ―

当期変動額合計 △174,055 ―

当期末残高 ― ―

純資産合計   

前期末残高 14,605,506 11,972,031

当期変動額   

　 資本準備金の取崩 ― △3,782,669

当期純損失（△） △2,279,239 △3,505,212

自己株式の取得 △4 △4

新規連結に伴う利益剰余金の増加 △243 ―

連結除外による利益剰余金の減少 △162,475 ―

欠損填補 ― 3,782,669

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △191,511 13,798

当期変動額合計 △2,633,474 △3,491,418

当期末残高 11,972,031 8,480,612
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　（訂正後）
  （単位：千円）

 前連結会計年度
(自　平成19年10月１日
　至　平成20年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年10月１日
　至 平成21年９月30日)

株主資本   

   

利益剰余金   

前期末残高 △3,877,428 △6,018,193

当期変動額   

当期純損失（△） △2,140,520 △3,499,076

新規連結に伴う利益剰余金の増加 △243 ―

欠損填補 ― 3,782,669

当期変動額合計 △2,140,764 283,592

当期末残高 △6,018,193 △5,734,600

   

株主資本合計   

前期末残高 14,570,448 12,429,679

当期変動額   

　資本準備金の取崩 ― △3,782,669

当期純損失（△） △2,140,520 △3,499,076

自己株式の取得 △4 △4

新規連結に伴う利益剰余金の増加 △243 ―

欠損填補 ― 3,782,669

当期変動額合計 △2,140,769 △3,499,081

当期末残高 12,429,679 8,930,598

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △26,005 △43,511

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △17,506 13,819

当期変動額合計 △17,506 13,819

当期末残高 △43,511 △29,692

土地再評価差額金   

前期末残高 ― ―

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 ― △23,529

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △23,529 △7,978

当期変動額合計 △23,529 △7,978

当期末残高 △23,529 △31,507

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △26,005 △67,040

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △41,035 △312

当期変動額合計 △41,035 △312

当期末残高 △67,040 △67,352

少数株主持分   

前期末残高 203,723 ―

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △203,723 ―

当期変動額合計 △203,723 ―

当期末残高 ― ―
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  （単位：千円）

 前連結会計年度
(自　平成19年10月１日
　至　平成20年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年10月１日
　至 平成21年９月30日)

純資産合計   

前期末残高 14,748,166 12,362,639

当期変動額   

　 資本準備金の取崩 ― △3,782,669

当期純損失（△） △2,140,520 △3,499,076

自己株式の取得 △4 △4

新規連結に伴う利益剰余金の増加 △243 ―

欠損填補 ― 3,782,669

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △244,758 △312

当期変動額合計 △2,385,527 △3,499,393

当期末残高 12,362,639 8,863,246
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　　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19年10月１日

　至　平成20年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成20年10月１日

　至　平成21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損失（△） △2,251,676 △3,495,545

   

減損損失 750,638 2,775,437

    

  貸倒引当金の増減額(△は減少) 858,085 601,853

   

持分法による投資損益（△は益） 471,718 △49,315

   

投資有価証券売却損益（△は益） 193,515 3,686

 

 

 

　（訂正後）

  （単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成19年10月１日

　至　平成20年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成20年10月１日

　至　平成21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損失（△） △2,169,447 △3,489,409

   

減損損失 721,233 2,775,437

    

  貸倒引当金の増減額(△は減少) 1,181,221 601,853

   

持分法による投資損益（△は益） 450,367 △55,451

   

投資有価証券売却損益（△は益） 193,515 3,686

子会社株式売却損益(△は益) △354,609 ―
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

 

（訂正前）

前連結会計年度
(平成20年９月30日)

当連結会計年度
(平成21年９月30日)

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。

関係会社株式　880,652千円
 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。

関係会社株式　938,968千円
 

※２ 有形固定資産減価償却累計額

1,291,788千円

※２ 有形固定資産減価償却累計額

1,481,975千円

※３ 投資不動産減価償却累計額

30,067千円

※３ 投資不動産減価償却累計額

47,556千円

※４ 賃貸資産に見合う未経過リース契約

債権　160,641千円

（うち一年を超えるものは109,788千円）

 

―――――

――――― ※５ 受取手形裏書高

5,355千円

※６　有形固定資産には、次の休止固定資産が含まれて

おります。

 

土地 36,600千円

  

  

  

  

  

※６　有形固定資産には、次の休止固定資産が含まれて

おります。

 

土地 14,253千円

建物及び構築物 0千円

機械装置 1千円

工具、器具及び備品 4千円

電話加入権 0千円

合計
14,259千円
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（訂正後）

前連結会計年度
(平成20年９月30日)

当連結会計年度
(平成21年９月30日)

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。

関係会社株式　1,271,260千円
 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。

関係会社株式　1,321,602千円
 

※２ 有形固定資産減価償却累計額

1,291,788千円

※２ 有形固定資産減価償却累計額

1,481,975千円

※３ 投資不動産減価償却累計額

30,067千円

※３ 投資不動産減価償却累計額

47,556千円

※４ 賃貸資産に見合う未経過リース契約

債権　160,641千円

（うち一年を超えるものは109,788千円）

 

―――――

――――― ※５ 受取手形裏書高

5,355千円

※６　有形固定資産には、次の休止固定資産が含まれて

おります。

 

土地 36,600千円

  

  

  

  

  

※６　有形固定資産には、次の休止固定資産が含まれて

おります。

 

土地 14,253千円

建物及び構築物 0千円

機械装置 1千円

工具、器具及び備品 4千円

電話加入権 0千円

合計
 

14,259千円
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（連結損益計算書関係）

 

（訂正前）

前連結会計年度
（自平成19年10月１日

　　至平成20年９月30日）

当連結会計年度
（自平成20年10月１日

　　至平成21年９月30日）

※２．減損損失

 

(3)減損損失の金額 (合計750,638千円)

 

 ④㈱テークスグループ

のれん相当額 104,611 千円

合計 104,611 千円

※２．減損損失

 

(3)減損損失の金額 (合計2,775,437千円)

 

 

 

 

 

 

 

（訂正後）

前連結会計年度
（自平成19年10月１日

　　至平成20年９月30日）

当連結会計年度
（自平成20年10月１日

　　至平成21年９月30日）

※２．減損損失

 

(3)減損損失の金額 (合計721,233千円)

 

 ④㈱テークスグループ

のれん相当額 75,207 千円

合計 75,207 千円

※２．減損損失

 

(3)減損損失の金額 (合計2,775,437千円)
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（セグメント情報）

事業の種類別セグメント情報

 

（訂正前）

前連結会計年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）

 

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）

Ⅱ．資産、減価償

却費、減損損失

及び資本的支出

         

資産 4,065,211 1,571,021 3,895,771 1,655,847 770,000 25,789 11,983,641 1,249,187 13,232,828

減価償却費 93,159 60,058 － 36,348 216,000 － 405,566 1,461 407,027

減損損失 80,210 － 639,913 8,041 － 14,892 743,057 7,581 750,638

資本的支出 35,065 22,005 － 18,910 － － 75,981 － 75,981

 

＜省略＞

 

当連結会計年度（自　平成20年10月１日　至　平成21年９月30日）

 

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）

Ⅱ．資産、減価償

却費、減損損失

及び資本的支出

         

資産 2,669,438 378,360 2,975,185 1,693,275 457,334 25,255 8,198,850 1,497,328 9,696,178

減価償却費 57,639 29,583 － 29,070 358,500 － 474,793 879 475,672

減損損失 1,829,568 3,536 565,255 9,388 349,752 － 2,757,501 17,936 2,775,437

資本的支出 434,119 － － 7,149 360,000 － 801,268 － 801,268
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（訂正後）

前連結会計年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）

 

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）

Ⅱ．資産、減価償

却費、減損損失

及び資本的支出

         

資産 4,065,211 1,571,021 4,286,379 1,655,847 770,000 25,789 12,374,249 1,249,187 13,623,436

減価償却費 93,159 60,058 － 36,348 216,000 － 405,566 1,461 407,027

減損損失 80,210 － 610,508 8,041 － 14,892 713,652 7,581 721,233

資本的支出 35,065 22,005 － 18,910 － － 75,981 － 75,981

 

＜省略＞

 

当連結会計年度（自　平成20年10月１日　至　平成21年９月30日）

 

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）

Ⅱ．資産、減価償

却費、減損損失

及び資本的支出

         

資産 2,669,438 378,360 3,357,818 1,693,275 457,334 25,255 8,581,483 1,497,328 10,078,812

減価償却費 57,639 29,583 － 29,070 358,500 － 474,793 879 475,672

減損損失 1,829,568 3,536 565,255 9,388 349,752 － 2,757,501 17,936 2,775,437

資本的支出 434,119 － － 7,149 360,000 － 801,268 － 801,268
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（１株当たり情報）

 

（訂正前）

項目

前連結会計年度

（自　平成19年10月１日

至　平成20年９月30日）

当連結会計年度

（自　平成20年10月１日

至　平成21年９月30日）

１株当たり純資産額     296円03銭     209円70銭

１株当たり当期純損失   56円36銭   86円67銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。

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。

 

当社は、平成20年７月１日付で

10株を１株に併合する株式併合を

行いました。

なお、当該株式併合が前期首に

行われたと仮定した場合の前連結

会計年度における１株当たり情報

については以下のとおりになりま

す。

１株当たり純資産額　

356.84円

１株当たり当期純利益額　

△105.48円

──────

 

 

（注）算定上の基礎

１．１株当たり純資産額

 

前連結会計年度

（自　平成19年10月１日

至　平成20年９月30日）

当連結会計年度

（自　平成20年10月１日

至　平成21年９月30日）

連結貸借対照表の純資産の部の合計額

　　　　　　　　　　　　　　（千円）
11,972,031 8,480,612

普通株式に係る純資産額（千円） 11,972,031 8,480,612

＜省略＞

 

２．１株当たり当期純純損失金額

 

前連結会計年度

（自　平成19年10月１日

至　平成20年９月30日）

当連結会計年度

（自　平成20年10月１日

至　平成21年９月30日）

１株当たり当期純利益   

当期純損失（千円） 2,279,239 3,505,212

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（千円） 2,279,239 3,505,212

期中平均株式数（株） 40,442,352 40,442,241
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（訂正後）

項目

前連結会計年度

（自　平成19年10月１日

至　平成20年９月30日）

当連結会計年度

（自　平成20年10月１日

至　平成21年９月30日）

１株当たり純資産額     305円69銭     219円16銭

１株当たり当期純損失   52円93銭   86円52銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。

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。

 

当社は、平成20年７月１日付で

10株を１株に併合する株式併合を

行いました。

なお、当該株式併合が前期首に

行われたと仮定した場合の前連結

会計年度における１株当たり情報

については以下のとおりになりま

す。

１株当たり純資産額　

359.63円

１株当たり当期純利益額　

△102.79円

──────

 

 

（注）算定上の基礎

１．１株当たり純資産額

 

前連結会計年度

（自　平成19年10月１日

至　平成20年９月30日）

当連結会計年度

（自　平成20年10月１日

至　平成21年９月30日）

連結貸借対照表の純資産の部の合計額

　　　　　　　　　　　　　　（千円）
12,362,639 8,863,246

普通株式に係る純資産額（千円） 12,362,639 8,863,246

＜省略＞

 

２．１株当たり当期純損失金額

 

前連結会計年度

（自　平成19年10月１日

至　平成20年９月30日）

当連結会計年度

（自　平成20年10月１日

至　平成21年９月30日）

１株当たり当期純損失   

当期純損失（千円） 2,140,520 3,499,076

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（千円） 2,140,520 3,499,076

期中平均株式数（株） 40,442,352 40,442,241
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（２）その他

当連結会計年度における四半期情報

 

（訂正前）

第１四半期
自 平成20年10月１日
至 平成20年12月31日

第２四半期
自 平成21年１月１日
至 平成21年３月31日

第３四半期
自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日

第４四半期
自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日

売上高 （千円） 975,686 844,663 929,281 986,888

税金等調整前四半期

純損失金額（△）
（千円） △280,362 △127,446 △44,289 △3,043,447

四半期純損失金額

（△）
（千円） △295,976 △120,521 △45,347 △3,043,366

１株当たり四半期

純損失金額（△）
（円） △7.32 △2.98 △1.12 △75.25

 

 

（訂正後）

第１四半期
自 平成20年10月１日
至 平成20年12月31日

第２四半期
自 平成21年１月１日
至 平成21年３月31日

第３四半期
自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日

第４四半期
自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日

売上高 （千円） 975,686 844,663 929,281 986,888

税金等調整前四半期

純損失金額（△）
（千円） △280,362 △121,309 △44,289 △3,043,447

四半期純損失金額

（△）
（千円） △295,976 △114,384 △45,347 △3,043,367

１株当たり四半期

純損失金額（△）
（円） △7.32 △2.83 △1.12 △75.25
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独立監査人の監査報告書

 
平成25年12月20日

株式会社A.Cホールディングス

取 締 役 会　御中  

 

監 査 法 人　ま ほ ろ ば

 指定社員

業務執行社員
公認会計士 土 屋　洋 泰 　印

 

指定社員

業務執行社員
公認会計士 赤 坂　知 紀 　印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げ

られている株式会社Ａ．Ｃホールディングスの平成20年10月１日から平成21年９月30日までの連結会計年度の訂正

後の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・

フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法

人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査

は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積り

の評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意

見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社Ａ．Ｃホールディングス及び連結子会社の平成21年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの

と認める。

 

追記情報

１．有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は金融商品取引法第24条の２第１

項の規定に基づき連結財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正後の連結財務諸表について監査を行っ

た。

２．重要な後発事象の記載のとおり、会社は平成21年11月20日開催の取締役会において、債権の買取を決議し、

同日債権の買取を履行している。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上
 
 
※１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保

管している。
２．連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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