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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23年12月22日に提出いたしました第66期（自　平成22年10月１日　至　平成23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及び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、連結財務諸表及び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連結損益計算書及び連結包括利益計算書

　　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）

（連結包括利益計算書関係）

（金融商品関係）

（税効果会計関係）

（セグメント情報等）

（１株当たり情報）

（２）その他

２　財務諸表等

（１）財務諸表

　　①貸借対照表

②損益計算書

③株主資本等変動計算書

注記事項

（１株当たり情報）

 

 

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

　

　

EDINET提出書類

株式会社Ａ．Ｃホールディングス(E00263)

訂正有価証券報告書

 2/38



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62期 第63期 第64期 第65期 第66期

決算年月 平成19年９月期 平成20年９月期 平成21年９月期 平成22年９月期 平成23年９月期

売上高 (千円) 4,841,759 4,387,546 3,736,519 2,804,993 2,882,535

経常損益(△は損失) (千円) △38,293 △497,984 △26,913 △520,165 △512,977

当期純損益(△は損失) (千円) △4,422,568 △2,279,239 △3,505,212 △844,012 398,069

包括利益 (千円) ― ― ― ― 363,714

純資産額 (千円) 14,605,506 11,972,031 8,480,612 7,638,878 8,002,593

総資産額 (千円) 15,973,037 13,232,828 9,696,178 8,752,981 9,141,494

１株当たり純資産額 (円) 35.68 296.03 209.70 188.88 197.88

１株当たり当期純損益

金額(△は損失)
(円) △10.55 △56.36 △86.67 △20.87 9.84

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 90.3 90.5 87.5 87.3 87.5

自己資本利益率 (％) ― ― ― ― 5.1

株価収益率 (倍) ― ― ― ― 2.95

（注） １．売上高には消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第62期から第65期までは１株当たり当期純損失であり、また、

第66期は潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３．自己資本利益率、株価収益率については、第62期から第65期までは１株当たり当期純損失であるため記載しており

ません。

４．平成20年７月１日付で普通株式10株を１株とする株式併合を行っております。
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（訂正後）

回次 第62期 第63期 第64期 第65期 第66期

決算年月 平成19年９月期 平成20年９月期 平成21年９月期 平成22年９月期 平成23年９月期

売上高 (千円) 4,841,759 4,387,546 3,736,519 2,804,993 2,882,535

経常損益(△は損失) (千円) △10,123 △476,633 △20,777 △513,322 △507,448

当期純損益(△は損失) (千円) △4,309,576 △2,140,520 △3,499,076 △837,169 △27,946

包括利益 (千円) ― ― ― ― △38,610

純資産額 (千円) 14,748,166 12,362,639 8,863,246 8,042,351 8,003,743

総資産額 (千円) 16,115,697 13,623,436 10,078,812 9,156,454 9,142,644

１株当たり純資産額 (円) 35.96 305.69 219.16 198.86 197.91

１株当たり当期純損益

金額(△は損失)
(円) △10.28 △52.93 △86.52 △20.70 △0.69

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 90.3 90.7 87.9 87.8 87.5

自己資本利益率 (％) ― ― ― ― ―

株価収益率 (倍) ― ― ― ― ―

（注）１．売上高には消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第62期から第66期までは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。
３．自己資本利益率、株価収益率については、第62期から第66期までは１株当たり当期純損失であるため

記載しておりません。
４．平成20年７月１日付で普通株式10株を１株とする株式併合を行っております。
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（訂正前）
(2）提出会社の経営指標等

回次 第62期 第63期 第64期 第65期 第66期

決算年月 平成19年９月期 平成20年９月期 平成21年９月期 平成22年９月期 平成23年９月期

売上高（千円） 918,179 1,036,848 866,996 262,121 260,468

経常損益（千円）

（△は損失）
330,688 171,252 △23,846 △155,078 △405,805

当期純損益（千円）

（△は損失）
△2,747,101 △1,417,730 △5,450,429 △668,032 △673,541

資本金（千円） 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000

発行済株式総数（株） 424,428,513 42,442,851 42,442,851 42,442,851 42,442,851

純資産額（千円） 16,056,933 14,621,741 9,185,105 8,519,357 7,844,662

総資産額（千円） 16,221,951 14,910,556 9,420,247 8,769,102 7,968,662

１株当たり純資産額（円） 39.70 361.55 227.12 210.66 193.97

１株当たり配当額（内１株

当たり中間配当額）（円）

－

(－)

－

(－)

－

(－)

－

(－)

－

(－)

１株当たり当期純損益金額

（△は損失）(円)
△6.55 △35.06 △134.77 △16.52 △16.65

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益(円)
－ － － － －

自己資本比率（％） 99.0 98.1 97.5 97.2 98.4
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（訂正後）
(2）提出会社の経営指標等

回次 第62期 第63期 第64期 第65期 第66期

決算年月 平成19年９月期 平成20年９月期 平成21年９月期 平成22年９月期 平成23年９月期

売上高（千円） 918,179 1,036,848 866,996 262,121 260,468

経常損益（千円）

（△は損失）
330,688 171,252 △23,846 △155,078 △400,276

当期純損益（千円）

（△は損失）
△2,747,101 △1,417,730 △5,450,429 △668,032 △672,391

資本金（千円） 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000

発行済株式総数（株） 424,428,513 42,442,851 42,442,851 42,442,851 42,442,851

純資産額（千円） 16,056,933 14,621,741 9,185,105 8,519,357 7,845,812

総資産額（千円） 16,221,951 14,910,556 9,420,247 8,769,102 7,969,812

１株当たり純資産額（円） 39.70 361.55 227.12 210.66 194.00

１株当たり配当額（内１株

当たり中間配当額）（円）

－

(－)

－

(－)

－

(－)

－

(－)

－

(－)

１株当たり当期純損益金額

（△は損失）(円)
△6.55 △35.06 △134.77 △16.52 △16.63

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益(円)
－ － － － －

自己資本比率（％） 99.0 98.1 97.5 97.2 98.4
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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23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

※８
東京都千代田区 2,713,552

インベストメント

事業

38.42

[11.37]
 なし

 

 
 

（訂正後）

 （平成23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

※８
東京都千代田区 2,713,552

インベストメント

事業

38.39

[11.37]
 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28億82百万円（前年同期売上高28億４百万円）、営業損失５億64百万円

（前年同期営業損失３億26百万円）、経常損失５億12百万円（前年同期経常損失５億20百万円）、当期純利益３億98百

万円（前年同期当期純損失８億44百万円）となりました。

　＜省略＞

ゴルフ・リゾート事業におきましては、天候不順や東日本大震災等の影響により、客数が伸び悩みました。この結

果、売上高12億61百万円（前年同期売上高14億43百万円）、営業損失４億91百万円（前年同期営業損失３億25百万円）

となりました。

 

 

（訂正後）
　＜省略＞

　この結果、当連結会計年度の業績は、売上高28億82百万円（前年同期売上高28億４百万円）、営業損失５億56百万円

（前年同期営業損失３億26百万円）、経常損失５億７百万円（前年同期経常損失５億13百万円）、当期純損失27百万円

（前年同期当期純損失８億37百万円）となりました。

　＜省略＞

ゴルフ・リゾート事業におきましては、天候不順や東日本大震災等の影響により、客数が伸び悩みました。この結

果、売上高12億61百万円（前年同期売上高14億43百万円）、営業損失４億83百万円（前年同期営業損失３億25百万円）

となりました。
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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）

②営業損失

当連結会計年度の営業損失は、前連結会計年度に比べ２億38百万円増加し、５億64百万円となりました。

　　　　　主な要因は、売上原価率が増加し、また、販売費および一般管理費についてはゴルフ場取得による不動産取得税等

及び弁護士費用の１億２百万円が発生したことによります。

③経常損失

当連結会計年度の経常損失は、前連結会計年度に比べ７百万円減少し、５億12百万円となりました。

主な要因は、持分法過年度修正益４億27百万円及び競売による配当益２億93百万円が計上され、特別損失の減損損失

が全連結会計年度に比べ激減した（５億47百万円）ためであります。

④当期純利益

当連結会計年度の当期純利益は、３億98百万円（前連結会計年度の当期純損失８億44百万円）となりました。

主な要因は、持分法過年度修正益４億27百万円及び競売による配当益２億93百万円が計上され、特別損失の減損損

失が前連結会計年度に比べ激減した（５億47百万円）ためであります。

 

 

（訂正後）

②営業損失

当連結会計年度の営業損失は、前連結会計年度に比べ２億30百万円増加し、５億56百万円となりました。
主な要因は、売上原価率が増加し、また、販売費および一般管理費についてはゴルフ場取得による不動産取得税等及
び弁護士費用の１億２百万円が発生したことによります。

③経常損失

当連結会計年度の経常損失は、前連結会計年度に比べ６百万円減少し、５億７百万円となりました。

④当期純利益

当連結会計年度の当期純損失は、27百万円（前連結会計年度の当期純損失８億37百万円）となりました。

主な要因は、競売による配当益２億89百万円が計上され、特別損失の減損損失が前連結会計年度に比べ激減した

（５億47百万円）ためであります。
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（４）財政状態の分析

 

（訂正前）
　当連結会計年度末の総資産は、前年同期に比べ３億88百万円増加し、91億41百万円となりました。

①資　産

　当連結会計年度末の流動資産は前年同期に比べ１億54百万円増加し39億17百万円、固定資産は２億33百万円増加し52

億24百万円となりました。

　流動資産は、現金及び預金の増加が１億57百万円、貸倒引当金の減少が４億67百万円等あったのに対し、営業貸付金

を投資その他の資産に４億23百万円振り替えたため、結果として１億54百万円増加しました。

　固定資産は、有形固定資産が12億39百万円増加した一方、投資その他の資産が10億５百万円減少し、合計で２億33百

万円の増加になりました。

　有形固定資産では、姫路相生カントリークラブ及び新香木原カントリークラブの取得等により土地が10億92百万円、

建物及び構築物が１億37百万円増加しました。

　一方、投資その他の資産では、関係会社株式が３億91百万円、長期貸付金が２億15百万円、投資その他の資産の「そ

の他」が流動資産の営業貸付金からの振替による増加４億23百万円、長期貸付金への振替による減少１億58百万円等に

より、全体で２億56百万円増加したのに対して、長期未収入金の減少11億21百万円、仮差押の解除による減少５億67百

万円、貸倒引当金の増加１億61百万円等、全体として２億33百万円増加となりました。

②負　債

　当連結会計年度末の負債合計は、前年同期に比べ24百万円増加し11億38百万円となりました。流動負債は10百万円増

加し、また、固定負債は14百万円増加しました。

③純資産

　当連結会計年度末の純資産は前年同期に比べ３億63百万円増加し、80億２百万円となりました。純資産増加の主な要

因は、当期純利益の計上であります。

 

 

 

 

（訂正後）
　当連結会計年度末の総資産は、前年同期に比べ13百万円減少し、91億42百万円となりました。

①資　産

　当連結会計年度末の流動資産は前年同期に比べ１億55百万円増加し39億18百万円、固定資産は１億69百万円減少し52

億24百万円となりました。

　流動資産は、現金及び預金の増加が１億57百万円、貸倒引当金の減少が４億67百万円等あったのに対し、営業貸付金

を投資その他の資産に４億23百万円振り替えたため、結果として１億55百万円増加しました。

　固定資産は、有形固定資産が12億39百万円増加した一方、投資その他の資産が14億８百万円減少し、合計で１億69百

万円の減少になりました。

　有形固定資産では、姫路相生カントリークラブ及び新香木原カントリークラブの取得等により土地が10億92百万円、

建物及び構築物が１億37百万円増加しました。

　一方、投資その他の資産では、長期貸付金が２億15百万円、長期未収入金の減少11億21百万円、仮差押の解除による

減少５億67百万円、全体として１億69百万円減少となりました。

②負　債

　当連結会計年度末の負債合計は、前年同期に比べ24百万円増加し11億38百万円となりました。流動負債は10百万円増

加し、また、固定負債は14百万円増加しました。

③純資産

　当連結会計年度末の純資産は前年同期に比べ38百万円減少し、80億３百万円となりました。純資産減少の主な要因

は、当期純損失の計上であります。

 

 

 

EDINET提出書類

株式会社Ａ．Ｃホールディングス(E00263)

訂正有価証券報告書

10/38



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21年10月1日から平成22年９月30

日まで）の連結財務諸表及び前事業年度（平成21年10月１日から平成22年9月30日まで）の財務諸表並びに当連結会計年

度（平成22年10月１日から平成23年９月30日まで）の連結財務諸表及び当事業年度（平成22年10月１日から平成23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。

＜省略＞

（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21年10月1日から平成22年９月30日

まで）の連結財務諸表及び前事業年度（平成21年10月１日から平成22年9月30日まで）の財務諸表並びに当連結会計年度

（平成22年10月１日から平成23年９月30日まで）の連結財務諸表及び当事業年度（平成22年10月１日から平成23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。

＜省略＞

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いますが、訂正後の連結財務

諸表及び財務諸表について、監査法人まほろばにより監査を受けています。
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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22年９月30日)

当連結会計年度

(平成23年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,706,198 2,864,023

受取手形・完成工事未収入金等 ※3　 355,601 ※3　419,728

リース投資資産（純額） 57,903 27,398

未成工事支出金 2,146 －

商品 10,798 13,234

材料貯蔵品 13,888 14,074

販売用不動産 ※5　546,700 534,563

未収消費税等 20,227 13,815

営業貸付金 423,624 －

未収入金 35,159 18,182

その他 85,329 39,550

貸倒引当金 △495,126 △27,168

流動資産合計 3,762,451 3,917,404

固定資産   

投資その他の資産   

投資有価証券 102,496 85,922

関係会社株式 *1   657,549 *1  1,048,919

長期貸付金 168,300 383,550

長期未収入金 1,162,604 40,637

投資不動産（純額） ― ―

破産更生債権等 1,923,799 1,923,918

仮差押 567,892 ―

その他 183,785 440,125

貸倒引当金 △2,374,398 △2,536,363

投資その他の資産合計 2,392,031 1,386,710

固定資産合計 4,990,529 5,224,089

資産合計 8,752,981 9,141,494

 

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 5,650,811

利益剰余金 △6,998,940 △482,408

自己株式 △604,076 △604,076

株主資本合計 7,666,256 8,064,325

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △27,377 △28,626

土地再評価差額金 ― △6,153

為替換算調整勘定 ― △26,953

その他の包括利益累計額合計 △27,377 △61,732

純資産合計 7,638,878 8,002,593

負債純資産合計 8,752,981 9,141,494
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（訂正後）

  （単位：千円）

 前連結会計年度

(平成22年９月30日)

当連結会計年度

(平成23年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,706,198 2,864,023

受取手形・完成工事未収入金等 ※3　 355,601 ※3　 419,728

リース投資資産（純額） 57,903 27,398

未成工事支出金 2,146 －

商品 10,798 13,234

材料貯蔵品 13,888 14,074

販売用不動産 ※5　 546,700 534,563

未収消費税等 20,227 13,815

営業貸付金 423,624 －

未収入金 35,159 18,182

その他 85,329 40,700

貸倒引当金 △495,126 △27,168

流動資産合計 3,762,451 3,918,554

固定資産   

投資その他の資産   

投資有価証券 102,496 85,922

関係会社株式 *1   1,061,022 *1  1,048,919

長期貸付金 168,300 383,550

長期未収入金 1,162,604 40,637

投資不動産（純額） ― ―

破産更生債権等 1,923,799 1,923,918

仮差押 567,892 ―

その他 183,785 440,125

貸倒引当金 △2,374,398 △2,536,363

投資その他の資産合計 2,795,504 1,386,710

固定資産合計 5,394,002 5,224,089

資産合計 9,156,454 9,142,644

 

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 5,650,811

利益剰余金 △6,571,775 △481,258

自己株式 △604,076 △604,076

株主資本合計 8,093,421 8,065,475

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △27,456 △28,626

土地再評価差額金 △6,153 △6,153

為替換算調整勘定 △17,460 △26,953

その他の包括利益累計額合計 △51,069 △61,732

純資産合計 8,042,351 8,003,743

負債純資産合計 9,156,454 9,142,644

 

EDINET提出書類

株式会社Ａ．Ｃホールディングス(E00263)

訂正有価証券報告書

13/38



　　②連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

　

（訂正前）

  （単位：千円）

 前連結会計年度
(自　平成21年10月１日
　至　平成22年９月30日)

当連結会計年度
(自　平成22年10月１日
　至　平成23年９月30日)

売上高 2,804,993 2,882,535

売上原価 ※1 1,373,083 ※1 1,586,949

売上総利益 1,431,909 1,295,585

販売費及び一般管理費 ※2 1,758,121 ※2 1,860,193

営業損失（△） △326,211 △564,607

営業外収益   

受取利息 995 15,170

受取配当金 141 111

受取給付金 11,744 9,606

会員受入収入 36,190 －

投資不動産賃貸料 75,077 31,102

その他の営業外収益 35,221 44,273

営業外収益合計 159,371 100,265

営業外費用   

持分法による投資損失 272,418 2,594

投資不動産賃貸費用 48,056 33,226

その他の営業外費用 32,850 12,813

営業外費用合計 353,324 48,634

経常損失（△） △520,165 △512,977

特別利益   

貸倒引当金戻入額 101,266 254,900

賞与引当金戻入額 4,138 2,923

固定資産売却益 *6   1,554 *6   3,416

投資不動産売却益 4,999 ―

債権譲渡益 150,000 ―

不動産取得税等還付金 38,147 ―

持分法過年度修正益 ― 427,165

競売による配当益 ― 293,438

前年損益修正益 *4   5,108 *4   103

その他 4,453 10,250

特別利益合計 309,668 992,198

特別損失   

固定資産除売却損 *7   1,030 *7   2

投資有価証券売却損 1,461 617

貸倒引当金繰入額 9,256 ―

前期損益修正損 *5   20,196 *5   452

減損損失 *3   595,333 *3  47,722

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 ― 385

訴訟和解金 ― 12,000

利息返還損失金 ― 12,593

その他 959 895

特別損失合計 628,236 74,668

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）
△838,732 404,551

法人税、住民税及び事業税 8,169 6,482

法人税等還付税額 △2,889 ―

法人税等合計 5,279 6,482

当期純利益又は当期純損失（△） △844,012 398,069
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　（訂正後）

  （単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成21年10月１日

　至　平成22年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成22年10月１日

　至　平成23年９月30日)

売上高 2,804,993 2,882,535

売上原価 ※1 1,373,083 ※1 1,586,949

売上総利益 1,431,909 1,295,585

販売費及び一般管理費 ※2 1,758,121 ※2 1,851,744

営業損失（△） △326,211 △556,158

営業外収益   

受取利息 995 15,170

受取配当金 141 111

受取給付金 11,744 9,606

会員受入収入 36,190 －

投資不動産賃貸料 75,077 31,102

その他の営業外収益 35,221 41,353

営業外収益合計 159,371 97,345

営業外費用   

持分法による投資損失 265,575 2,594

投資不動産賃貸費用 48,056 33,226

その他の営業外費用 32,850 12,813

営業外費用合計 346,481 48,634

経常損失（△） △513,322 △507,448

特別利益   

貸倒引当金戻入額 101,266 254,900

賞与引当金戻入額 4,137 2,923

固定資産売却益 *6   1,554 *6   3,416

投資不動産売却益 4,999 ―

債権譲渡益 150,000 ―

不動産取得税等還付金 38,147 ―

競売による配当益 ― 289,059

前年損益修正益 *4   5,108 *4   103

その他 4,453 10,250

特別利益合計 309,668 560,654

特別損失   

固定資産除売却損 *7   1,030 *7   2

投資有価証券売却損 1,461 617

貸倒引当金繰入額 9,256 ―

前期損益修正損 *5   20,196 *5   452

減損損失 *3   595,333 *3  47,722

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 ― 385

訴訟和解金 ― 12,000

利息返還損失金 ― 12,593

その他 959 895

特別損失合計 628,236 74,668

税金等調整前当期純損失（△） △831,889 △21,464

法人税、住民税及び事業税 8,169 6,482

法人税等還付税額 △2,889 ―

法人税等合計 5,279 6,482

当期純損失（△） △837,169 △27,946
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　　連結包括利益計算書

　

（訂正前）

  （単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成21年10月１日

　至　平成22年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成22年10月１日

　至　平成23年９月30日)

当期純利益 ― 398,069

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 ― △1,153

持分法適用会社に対する持分相当額 ― △33,201

その他の包括利益合計 ― 　※2　△34,354

包括利益 ― ※1　363,714

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 ― 363,714

少数株主に係る包括利益 ― ―

 

 

　（訂正後）

  （単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成21年10月１日

　至　平成22年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成22年10月１日

　至　平成23年９月30日)

当期純損失（△） ― △27,946

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 ― △1,153

持分法適用会社に対する持分相当額 ― △9,510

その他の包括利益合計 ― 　※2　△10,663

包括利益 ― ※1　△38,610

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 ― △38,610

少数株主に係る包括利益 ― ―
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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21年10月１日
　至　平成22年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成22年10月１日
　至 平成23年９月30日)

株主資本   

   

利益剰余金   

前期末残高 △6,154,922 △6,998,940

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △844,012 398,069

新規連結に伴う利益剰余金の増加 △5 ―

欠損填補 ― 6,118,462

当期変動額合計 △844,018 6,516,531

当期末残高 △6,998,940 △482,408

株主資本合計   

前期末残高 8,510,276 7,666,256

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △844,012 398,069

自己株式の取得 △1 ―

新規連結に伴う利益剰余金の増加 △5 ―

当期変動額合計 △844,020 398,069

当期末残高 7,666,256 8,064,325

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △29,664 △27,377

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,286 △1,248

当期変動額合計 2,286 △1,248

当期末残高 △27,377 △28,626

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 ― ―

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） ― △26,953

当期変動額合計 ― △26,953

当期末残高 ― △26,953

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △29,664 △27,377

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,286 △34,354

当期変動額合計 2,286 △34,354

当期末残高 △27,377 △61,732

純資産合計   

前期末残高 8,480,612 7,638,878

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △844,012 398,069

自己株式の取得 △1 ―

新規連結に伴う利益剰余金の増加 △5 ―

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,286 △34,354

当期変動額合計 △841,733 363,714

当期末残高 7,638,878 8,002,593
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　（訂正後）
  （単位：千円）

 前連結会計年度
(自　平成21年10月１日
　至　平成22年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成22年10月１日
　至 平成23年９月30日)

株主資本   

   

利益剰余金   

前期末残高 △5,734,600 △6,571,775

当期変動額   

当期純損失（△） △837,169 △27,946

新規連結に伴う利益剰余金の増加 △5 ―

欠損填補 ― 6,118,462

当期変動額合計 △837,175 6,090,517

当期末残高 △6,571,775 △481,258

株主資本合計   

前期末残高 8,930,598 8,093,421

当期変動額   

当期純損失（△） △837,169 △27,946

自己株式の取得 △1 ―

新規連結に伴う利益剰余金の増加 △5 ―

当期変動額合計 △837,177 △27,946

当期末残高 8,093,421 8,065,475

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △29,692 △27,456

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,236 △1,170

当期変動額合計 2,236 △1,170

当期末残高 △27,456 △28,626

土地再評価差額金   

前期末残高 △6,153 △6,153

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） ― ―

当期変動額合計 ― ―

当期末残高 △6,153 △6,153

為替換算調整勘定   

前期末残高 △31,507 △17,460

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 14,047 △9,493

当期変動額合計 14,047 △9,493

当期末残高 △17,460 △26,953

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △67,352 △51,069

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 16,283 △10,663

当期変動額合計 16,283 △10,663

当期末残高 △51,069 △61,732

純資産合計   

前期末残高 8,863,246 8,042,351

当期変動額   

当期純損失（△） △837,169 △27,946

自己株式の取得 △1 ―

新規連結に伴う利益剰余金の増加 △5 ―

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 16,283 △10,663

当期変動額合計 △820,895 △38,608

当期末残高 8,042,351 8,003,743
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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21年10月１日

　至　平成22年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成22年10月１日

　至　平成23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利益又は

税金等調整前当期純損失（△）
△838,732 404,551

   

持分法による投資損益 272,418 2,594

持分法過年度修正損益（△は益） ― △427,165

競売による配当益 ― △293,438

   

その他 11,166 △11,688

 

 

　（訂正後）

  （単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成21年10月１日

　至　平成22年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成22年10月１日

　至　平成23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（△） △831,889 △21,464

   

持分法による投資損益 265,575 2,594

競売による配当益 ― △289,059

   

その他 11,166 △17,217
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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22年９月30日)

当連結会計年度
(平成23年９月30日)

※１ 非連結子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　657,549千円

※１ 非連結子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　1,048,919千円

※２ 有形固定資産減価償却累計額

851,172千円

※２ 有形固定資産減価償却累計額

950,115千円

※３ 受取手形裏書高

2,739千円

※３ 受取手形裏書高

4,221千円

※４　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 11,800千円

建物及び構築物 0千円

機械装置及び運搬具 1千円

工具、器具及び備品 4千円

電話加入権 0千円

合計
 

11,805千円
 

※４　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 11,800千円

建物及び構築物 0千円

機械装置及び運搬具 1千円

工具、器具及び備品 3千円

合計
 

11,805千円
 

※５　不動産の保有目的の変更

　　　　下記の不動産は、当連結開会年度から保有目的

を変更したため振替表示をしております。

　　（振替時帳簿価額）

固定資産から販売用不動産 10,460千円

投資不動産から販売用不動産 523,173千円

固定資産から販売用不動産 781,049千円

―――――
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（訂正後）

前連結会計年度
(平成22年９月30日)

当連結会計年度
(平成23年９月30日)

※１ 非連結子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　1,061,022千円

※１ 非連結子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　1,048,919千円

※２ 有形固定資産減価償却累計額

851,172千円

※２ 有形固定資産減価償却累計額

950,115千円

※３ 受取手形裏書高

2,739千円

※３ 受取手形裏書高

4,221千円

※４　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 11,800千円

建物及び構築物 0千円

機械装置及び運搬具 1千円

工具、器具及び備品 4千円

電話加入権 0千円

合計
 

11,805千円
 

※４　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 11,800千円

建物及び構築物 0千円

機械装置及び運搬具 1千円

工具、器具及び備品 3千円

合計
 

11,805千円
 

※５　不動産の保有目的の変更

　　　　下記の不動産は、当連結開会年度から保有目的

を変更したため振替表示をしております。

　　（振替時帳簿価額）

固定資産から販売用不動産 10,460千円

投資不動産から販売用不動産 523,173千円

固定資産から販売用不動産 781,049千円

―――――
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（連結包括利益計算書関係）

 

(訂正前)

当連結会計年度（自平成22年10月１日　至平成23年９月30日）

※１　当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益

親会社株主に係る包括利益 △841,726 千円

少数株主に係る包括利益 ― 千円

計 △841,726 千円

 

※２　当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2,286 千円

計 2,286 千円

 

 

(訂正後)

当連結会計年度（自平成22年10月１日　至平成23年９月30日）

※１　当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益

親会社株主に係る包括利益 △820,887 千円

少数株主に係る包括利益 ― 千円

計 △820,887 千円

 

※２　当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2,286 千円

持分法適用会社に対する持分相当額 13,996 千円

計 16,282 千円

 

 

 

 

（金融商品関係）

 

（訂正前）

前連結会計年度（自平成21年10月１日　至平成22年９月30日）

２．金融商品の時価等に関する事項

 連結貸借対照表計上額

（千円）(*)

時価

（千円）(*)

差額

（千円）

    

（７）関係会社株式 657,549 629,717 △27,832

    

資産計 4,784,048 4,756,216 △27,832

 

 

（訂正後）

２．金融商品の時価等に関する事項

 連結貸借対照表計上額

（千円）(*)

時価

（千円）(*)

差額

（千円）

    

（７）関係会社株式 1,061,022 629,717 △431,305

    

資産計 5,187,521 4,756,216 △431,305
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（税効果会計関係）

 

（訂正前）

前連結会計年度

(自　平成21年10月１日

　至　平成22年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成22年10月１日

　至　平成23年９月30日)

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の

負担率との差異原因となった主な項目別内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異原因となった主な項目別内訳

税金等調整前当期純損失を計上しているため、

記載しておりません。
法定実効税率 40.98％

（調整）  

交際費等永久に損金に

算入されない項目

0.95％

住民税等均等割 0.68％

評価性引当金の増減額 56.08％

持分法過年度修正益 △43.27％

投資事業組合清算損の連結消去 △46.97％

連結子会社に対する貸倒引当金の消去 △40.92％

繰越欠損金の期限切れ 34.05％

その他 0.02％

税効果会計適用後の法人税等の負担額 1.60％

 

 

（訂正後）

前連結会計年度

(自　平成21年10月１日

　至　平成22年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成22年10月１日

　至　平成23年９月30日)

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の

負担率との差異原因となった主な項目別内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異原因となった主な項目別内訳

税金等調整前当期純損失を計上しているため、

記載しておりません。

同左
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（セグメント情報等）

事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成21年10月１日　至　平成22年９月30日）

 

（訂正前）

 

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）

ＩＴ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 3,256,061 189,276 1,074,012 1,504,662 1,348,127 － 7,372,141 1,380,840 8,752,981

減価償却費 30,025 － － 24,535 － 30,089 84,650 24 84,674

減損損失 149,280 － － 2,026 51,476 392,550 595,333 － 595,333

資本的支出 13,148 13,845 － 7,910 － － 34,903 － 34,903

 

 

（訂正後）

 

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）

ＩＴ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 3,256,061 189,276 1,477,485 1,504,662 1,348,127 － 7,775,614 1,380,840 9,156,454

減価償却費 30,025 － － 24,535 － 30,089 84,650 24 84,674

減損損失 149,280 － － 2,026 51,476 392,550 595,333 － 595,333

資本的支出 13,148 13,845 － 7,910 － － 34,903 － 34,903
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（セグメント情報）

当連結会計年度(自 平成22年10月１日 至 平成23年９月30日)　

 

（訂正前）

 

報告セグメント
調整額
（千円）
(注)１

連結財務諸表
計上額
(千円)ゴルフ・リ

ゾート事業
ファイナンス

事業
インベストメ
ント事業

建設事業
リアルエス
テート事業

計

売上高         

 外部顧客への売上高 1,261,571 11,366 ― 1,533,054 76,543 2,882,535 ― 2,882,535

 セグメント間の内部
 売上高又は振替高

― 4,472 ― ― ― 4,472 △4,472 ―

計 1,261,571 15,839 ― 1,533,054 76,543 2,887,008 △4,472 2,882,535

セグメント利益
又は損失(△)

△491,834 △13,125 △29,778 △37,085 10,848 △560,974 △3,632 △564,607

セグメント資産 2,855,783 864,740 ― 1,541,725 1,331,024 7,723,341 2,548,221 9,141,494

その他の項目         

 減価償却費 39,808 ― ― 22,733 8,332 70,873 638 71,512

 減損損失 47,379 ― ― 343 ― 47,722 ― 47,722

 有形固定資産及び
 無形固定資産の増加額

1,337,708 ― ― 18,040 995 1,356,743 690 1,357,434

 

 

 

 

（訂正後）

 

報告セグメント
調整額
（千円）
(注)１

連結財務諸表
計上額
(千円)ゴルフ・リ

ゾート事業
ファイナンス

事業
インベストメ
ント事業

建設事業
リアルエス
テート事業

計

売上高         

 外部顧客への売上高 1,261,571 11,366 ― 1,533,054 76,543 2,882,535 ― 2,882,535

 セグメント間の内部
 売上高又は振替高

― 4,472 ― ― ― 4,472 △4,472 ―

計 1,261,571 15,839 ― 1,533,054 76,543 2,887,008 △4,472 2,882,535

セグメント利益
又は損失(△)

△483,385 △13,125 △29,778 △37,085 10,848 △552,525 △3,632 △556,158

セグメント資産 2,856,933 864,740 ― 1,541,725 1,331,024 7,724,491 2,548,221 9,142,644

その他の項目         

 減価償却費 39,808 ― ― 22,733 8,332 70,873 638 71,512

 減損損失 47,379 ― ― 343 ― 47,722 ― 47,722

 有形固定資産及び
 無形固定資産の増加額

1,337,708 ― ― 18,040 995 1,356,743 690 1,357,434
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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21年10月１日

至　平成22年９月30日）

当連結会計年度

（自　平成22年10月１日

至　平成23年９月30日）

１株当たり純資産額     188円88銭     197円88銭

１株当たり当期純利益又は当期純損失   △20円87銭 9円84銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

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。

潜在株式が存在しないため記載して

おりません。

 

（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21年10月１日

至　平成22年９月30日）

当連結会計年度

（自　平成22年10月１日

至　平成23年９月30日）

連結貸借対照表の純資産の部の合計額

　　　　　　　　　　　　　　（千円）
7,638,878 8,002,593

普通株式に係る純資産額（千円） 7,638,878 8,002,593

普通株式の発行済株式数（株） 42,442,851 42,442,851

普通株式の自己株式数（株） 2,000,695 2,000,695

１株当たり純資産額の算定に用いられた

普通株式の数（株）
40,442,156 40,442,156

 

２．１株当たり当期純利益又は当期純損失

 

前連結会計年度

（自　平成21年10月１日

至　平成22年９月30日）

当連結会計年度

（自　平成22年10月１日

至　平成23年９月30日）

１株当たり当期純利益又は当期純損失   

当期純利益又は当期純損失（千円） △844,012 398,069

普通株主に帰属しない金額(千円） － －

普通株式に係る当期純利益又は

当期純損失（千円）
△844,012 398,069

期中平均株式数（株） 40,442,166 40,442,156
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（訂正後）

項目

前連結会計年度

（自　平成21年10月１日

至　平成22年９月30日）

当連結会計年度

（自　平成22年10月１日

至　平成23年９月30日）

１株当たり純資産額     198円86銭     197円91銭

１株当たり当期純損失   20円70銭 0円69銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

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。

同左

 

（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21年10月１日

至　平成22年９月30日）

当連結会計年度

（自　平成22年10月１日

至　平成23年９月30日）

連結貸借対照表の純資産の部の合計額

　　　　　　　　　　　　　　（千円）
8,042,351 8,003,743

普通株式に係る純資産額（千円） 8,042,351 8,003,743

普通株式の発行済株式数（株） 42,442,851 42,442,851

普通株式の自己株式数（株） 2,000,695 2,000,695

１株当たり純資産額の算定に用いられた

普通株式の数（株）
40,442,156 40,442,156

 

２．１株当たり当期純損失

 

前連結会計年度

（自　平成21年10月１日

至　平成22年９月30日）

当連結会計年度

（自　平成22年10月１日

至　平成23年９月30日）

１株当たり当期純利益又は当期純損失   

当期純損失（千円） △837,167 △27,946

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） △837,167 △27,946

期中平均株式数（株） 40,442,166 40,442,156
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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22年10月１日
至 平成22年12月31日

第２四半期
自　平成23年１月１日
至　平成23年３月31日

第３四半期
自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日

第４四半期
自　平成23年７月１日
至　平成23年９月30日

売上高 （千円） 770,976 533,391 792,666 785,501

税金等調整前四半期純

利益又は純損失金額

（△）

（千円） 293,007 △67,801 213,576 △34,230

四半期純利益又は純損

失金額（△）
（千円） 286,633 △67,624 213,141 △34,080

１株当たり四半期純利

益又は純損失金額

（△）

（円） 7.09 △1.67 5.27 △0.84

 

 

（訂正後）

第１四半期
自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31日

第２四半期
自　平成23年１月１日
至　平成23年３月31日

第３四半期
自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日

第４四半期
自　平成23年７月１日
至　平成23年９月30日

売上高 （千円） 770,976 533,391 792,666 785,501

税金等調整前四半期純

利益又は純損失金額

（△）

（千円） △134,158 △67,801 213,576 △33,080

四半期純利益又は純損

失金額（△）
（千円） △140,532 △67,624 213,141 △32,930

１株当たり四半期純利

益又は純損失金額

（△）

（円） △3.47 △1.67 5.27 △0.81
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２　財務諸表等

（１）財務諸表

 

　　①貸借対照表

　（訂正前）

  （単位：千円）

 前事業年度

(平成22年９月30日)

当事業年度

(平成23年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,742,850 2,015,343

売掛金 ※1 5,387 951

営業未収入金 ※1 379,514 ※1 42,266

材料貯蔵品 12 6

販売用不動産 ※2 513,656 509,888

前払費用 ※1 3,873 ※1 14,724

未収入金 ※1 44,208 ※1 16,621

未収消費税等 18,281 7,002

関係会社短期貸付金 8,000 －

営業貸付金 423,624 －

リース投資資産 ※1 107,062 ※1 48,387

その他 9,626 141

貸倒引当金 △794,907 △26,884

流動資産合計 2,461,190 2,628,450

   

資産合計 8,769,102 7,968,662

 

純資産の部   

株主資本   

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △6,118,462 △673,541

利益剰余金合計 △6,118,462 △673,541

自己株式 △604,076 △604,076

株主資本合計 8,546,734 7,873,193

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △27,377 △28,531

評価・換算差額等合計 △27,377 △28,531

純資産合計 8,519,357 7,844,662

負債純資産合計 8,769,102 7,968,662
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　（訂正後）

  （単位：千円）

 前事業年度

(平成22年９月30日)

当事業年度

(平成23年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,742,850 2,015,343

売掛金 ※1 5,387 951

営業未収入金 ※1 379,514 ※1 42,266

材料貯蔵品 12 6

販売用不動産 ※2 513,656 509,888

前払費用 ※1 3,873 ※1 14,724

未収入金 ※1 44,208 ※1 16,621

未収消費税等 18,281 7,002

関係会社短期貸付金 8,000 －

営業貸付金 423,624 －

リース投資資産 ※1 107,062 ※1 48,387

その他 9,626 1,291

貸倒引当金 △794,907 △26,884

流動資産合計 2,461,190 2,629,600

   

資産合計 8,769,102 7,969,812

 

純資産の部   

株主資本   

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △6,118,462 △672,391

利益剰余金合計 △6,118,462 △672,391

自己株式 △604,076 △604,076

株主資本合計 8,546,734 7,874,343

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △27,377 △28,531

評価・換算差額等合計 △27,377 △28,531

純資産合計 8,519,357 7,845,812

負債純資産合計 8,769,102 7,969,812
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　　②損益計算書

 

　（訂正前）

  （単位：千円）

 前事業年度
(自　平成21年10月１日
　至　平成22年９月30日)

当事業年度
(自　平成22年10月１日
　至　平成23年９月30日)

   

販売費及び一般管理費   

役員報酬 17,280 17,760

給料及び手当 58,686 58,110

賞与引当金繰入額 1,687 306

役員退職慰労引当金繰入額 608 373

退職給付引当金繰入額 694 1,095

租税公課 40,336 118,098

減価償却費 62 2,094

株式取扱手数料 31,959 54,423

支払手数料 ※2 35,869 35,173

支払報酬 48,035 43,628

貸倒引当金繰入額 － 44,165

その他 ※2 58,120 ※2 58,441

販売費及び一般管理費合計 293,340 433,671

営業損失（△） △165,184 △288,506

営業外収益   

受取利息 ※2 4,820 ※2 19,094

投資不動産賃貸料 75,077 31,102

印紙税還付金 － 7,429

その他 2,440 6,889

営業外収益合計 82,338 64,516

   

経常損失（△） △155,078 △405,805

特別利益   

固定資産売却益 1,506 ※4 1,790

投資不動産売却益 4,999 －

債権譲渡益 150,000 －

不動産取得税等還付金 38,147 －

貸倒引当金戻入額 ※6 102,357 8,631

競売による配当益 － 293,438

その他 ※8 1,804 34

特別利益合計 298,817 303,894

   

税引前当期純損失（△） △672,775 △671,156

法人税、住民税及び事業税 △1,853 2,384

法人税等還付税額 △2,889 －

法人税等合計 △4,743 2,384

当期純損失（△） △668,032 △673,541
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　（訂正後）

  （単位：千円）

 前事業年度
(自　平成21年10月１日
　至　平成22年９月30日)

当事業年度
(自　平成22年10月１日
　至　平成23年９月30日)

   

販売費及び一般管理費   

役員報酬 17,280 17,760

給料及び手当 58,686 58,110

賞与引当金繰入額 1,687 306

役員退職慰労引当金繰入額 608 373

退職給付引当金繰入額 694 1,095

租税公課 40,336 118,098

減価償却費 62 2,094

株式取扱手数料 31,959 54,423

支払手数料 ※2 35,869 26,724

支払報酬 48,035 43,628

貸倒引当金繰入額 － 44,165

その他 ※2 58,120 ※2 58,441

販売費及び一般管理費合計 293,340 425,222

営業損失（△） △165,184 △280,057

営業外収益   

受取利息 ※2 4,820 ※2 19,094

投資不動産賃貸料 75,077 31,102

印紙税還付金 － 7,429

その他 2,440 3,969

営業外収益合計 82,338 61,596

   

経常損失（△） △155,078 △400,276

特別利益   

固定資産売却益 1,506 ※4 1,790

投資不動産売却益 4,999 －

債権譲渡益 150,000 －

不動産取得税等還付金 38,147 －

貸倒引当金戻入額 ※6 102,357 8,631

競売による配当益 － 289,059

その他 ※8 1,804 34

特別利益合計 298,817 299,515

   

税引前当期純損失（△） △672,775 △670,006

法人税、住民税及び事業税 △1,853 2,384

法人税等還付税額 △2,889 －

法人税等合計 △4,743 2,384

当期純損失（△） △668,032 △672,391
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　　③株主資本等変動計算書

　
（訂正前）

  （単位：千円）

 前事業年度
(自　平成21年10月１日
　至　平成22年９月30日)

当事業年度
(自 平成22年10月１日
　至 平成23年９月30日)

株主資本   

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 △5,450,429 △6,118,462

当期変動額   

当期純損失（△） △668,032 △673,541

欠損填補 － 6,118,462

当期変動額合計 △668,032 5,444,921

当期末残高 △6,118,462 △673,541

利益剰余金合計   

前期末残高 △5,450,429 △6,118,462

当期変動額   

当期純損失（△） △668,032 △673,541

欠損填補 － 6,118,462

当期変動額合計 △668,032 5,444,921

当期末残高 △6,118,462 △673,541

株主資本合計   

前期末残高 9,214,769 8,546,734

当期変動額   

当期純損失（△） △668,032 △673,541

自己株式の取得 △1 －

当期変動額合計 △668,033 △673,541

当期末残高 8,546,734 7,873,193

純資産合計   

前期末残高 9,185,105 8,519,357

当期変動額   

当期純損失（△） △668,032 △673,541

自己株式の取得 △1 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,286 △1,153

当期変動額合計 △665,747 △674,695

当期末残高 8,519,357 7,844,662
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　（訂正後）
 

  （単位：千円）

 前事業年度
(自　平成21年10月１日
　至　平成22年９月30日)

当事業年度
(自 平成22年10月１日
　至 平成23年９月30日)

株主資本   

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 △5,450,429 △6,118,462

当期変動額   

当期純損失（△） △668,032 △672,391

欠損填補 － 6,118,462

当期変動額合計 △668,032 5,446,071

当期末残高 △6,118,462 △672,391

利益剰余金合計   

前期末残高 △5,450,429 △6,118,462

当期変動額   

当期純損失（△） △668,032 △672,391

欠損填補 － 6,118,462

当期変動額合計 △668,032 5,446,071

当期末残高 △6,118,462 △672,391

株主資本合計   

前期末残高 9,214,769 8,546,734

当期変動額   

当期純損失（△） △668,032 △672,391

自己株式の取得 △1 －

当期変動額合計 △668,033 △672,391

当期末残高 8,546,734 7,874,343

純資産合計   

前期末残高 9,185,105 8,519,357

当期変動額   

当期純損失（△） △668,032 △672,391

自己株式の取得 △1 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,286 △1,153

当期変動額合計 △665,747 △673,544

当期末残高 8,519,357 7,845,812
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（１株当たり情報）

 

（訂正前）

項目

前事業年度

（自　平成21年10月１日

至　平成22年９月30日）

当事業年度

（自　平成22年10月１日

至　平成23年９月30日）

１株当たり純資産額  210円66銭   193円97銭

１株当たり当期純損失 16円52銭 16円65銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

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。

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。

（注）算定上の基礎

１．１株当たり純資産額

 

前事業年度

（自　平成21年10月１日

至　平成22年９月30日）

当事業年度

（自　平成22年10月１日

至　平成23年９月30日）

貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 8,519,357 7,844,662

普通株式に係る純資産額（千円） 8,519,357 7,844,662

差異の主な内訳（千円） － －

普通株式の発行済株式数（株） 42,442,851 42,442,851

普通株式の自己株式数（株） 2,000,695 2,000,695

１株当たり純資産額の算定に用いられた

普通株式の数（株）
40,442,156 40,442,156

２．１株当たり当期純損失

 

前事業年度

（自　平成21年10月１日

至　平成22年９月30日）

当事業年度

（自　平成22年10月１日

至　平成23年９月30日）

当期純損失（千円） 668,032 673,541

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） 668,032 673,541

期中平均株式数（株） 40,442,166 40,442,156
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（訂正後）

項目

前事業年度

（自　平成21年10月１日

至　平成22年９月30日）

当事業年度

（自　平成22年10月１日

至　平成23年９月30日）

１株当たり純資産額  210円66銭   194円00銭

１株当たり当期純損失 16円52銭 16円63銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

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。

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。

（注）算定上の基礎

１．１株当たり純資産額

 

前事業年度

（自　平成21年10月１日

至　平成22年９月30日）

当事業年度

（自　平成22年10月１日

至　平成23年９月30日）

貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 8,519,357 7,845,812

普通株式に係る純資産額（千円） 8,519,357 7,845,812

差異の主な内訳（千円） － －

普通株式の発行済株式数（株） 42,442,851 42,442,851

普通株式の自己株式数（株） 2,000,695 2,000,695

１株当たり純資産額の算定に用いられた

普通株式の数（株）
40,442,156 40,442,156

２．１株当たり当期純損失

 

前事業年度

（自　平成21年10月１日

至　平成22年９月30日）

当事業年度

（自　平成22年10月１日

至　平成23年９月30日）

当期純損失（千円） 668,032 672,391

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） 668,032 672,391

期中平均株式数（株） 40,442,166 40,442,156
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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22年10月１日から平成23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、連結損益及び包括利益計算書、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23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

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。

 

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
 
 
(注) 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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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22年10月１日から平成23年９月30日までの第66期事業年度の訂

正後の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行っ

た。この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ホールディングスの平成23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事業年度の経営成

績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

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

定に基づき財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正後の財務諸表について監査を行った。

 

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
 
 
(注) 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．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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