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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31日） 

（注）当社は、平成24年７月17日付で株式100株を１株にする併合を行っており、１株当たり四半期純利益金額は、前連結会計年度の期首に併合が行われたと
仮定して算定しております。 

(2) 連結財政状態 

（注）当社は、平成24年７月17日付で株式100株を１株にする併合を行っており、１株当たり純資産金額は、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われた
と仮定して算定しております。  

(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 ％

25年3月期第3四半期 165 △38.9 △235 ― △234 ― 127 ―
24年3月期第3四半期 271 △16.8 △253 ― △260 ― △201 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 127百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △201百万円 （―％）

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

25年3月期第3四半期 7.78 ―
24年3月期第3四半期 △12.31 ―

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

25年3月期第3四半期 908 626 68.0 37.70
24年3月期 1,211 499 40.5 29.95
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  617百万円 24年3月期  490百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

24年3月期 ― ― ― ― ―
25年3月期 ― ― ―
25年3月期（予想） ― ―

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

通期 242 △18.7 △341 ― △341 ― 21 ― 1.31



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表に対するレビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に記載されている業績見通し等将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業
績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料Ｐ.３「１ 当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さ
い。 
２．株式併合による発行済株式数の減少について 
当社は、平成24年６月28日の第48回定時株主総会の決議により、平成24年７月17日をもって当社の発行済普通株式を100株につき１株の割合で併合しておりま
す。当該併合により当社の発行済株式数は1,622,081,338株減少し、16,384,659株となっております。 
３．当四半期決算において使用する１株当たり指標及び発行済株式数（普通株式）について当四半期決算短信におきましては、上記２の株式併合を反映させた
後の「（１）連結経営成績（累計） １株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益」、「（２）連結財政状態 １株当たり純資産」並びに「注記
事項 （４）発行済株式数（普通株式）24年３月期３Ｑ」の株式数を記載しております。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 16,384,659 株 24年3月期 16,384,659 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 3,871 株 24年3月期 3 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 16,380,788 株 24年3月期3Q 16,384,656 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、景気が弱い動きで推移するなか、政府の大震災からの復

興を前進させる、円高是正・デフレからの早期脱却の基本的態度を背景に、輸出環境の改善や経済対策の効果に

よる景気回復へ向かうことが期待されています。 

 建設業におきましては、経済対策の効果による公共工事の受注増加が期待されるなか、住宅建設の着工数は底

堅い動きで推移し、また、マンションの販売戸数も横ばいの動きをみせていますが、品質、価格、ブランド力な

ど競合他社との関係において、当社グループの経営環境は厳しい状況が継続しております。  

 こうした情勢下において、売上高は、165,735千円と前第３四半期連結累計期間と比べ105,606千円

（△38.9％）の減少、営業損失は、235,529千円と前第３四半期連結累計期間と比べ18,135千円（△7.1％）の増

益、経常損失は、234,814千円と前第３四半期連結累計期間と比べ25,686千円（△9.9％）の増益、四半期純利益

は、127,425千円と前第３四半期連結累計期間と比べ329,085千円（前第３四半期連結累計期間は201,659千円の

四半期純損失）の増益となりました。 

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

（建設事業） 

 当セグメントにおきましては、売上高は164,412千円となり、前第３四半期連結累計期間と比較して58,573千

円（△26.3％）の減少、セグメント損失（営業損失）は21,312千円となり、前第３四半期連結累計期間と比較し

て15,350千円（257.5％）の減益となりました。尚、当該業績に至った主な要因は以下のとおりであります。 

・リフォーム・メンテナンス工事 

 リフォーム・メンテナンス工事におきましては、売上高は39,930千円となり、前第３四半期連結累計期間と比

較して3,406千円（△7.9％）の減少、セグメント損失（営業損失）は5,932千円となり、前第３四半期連結累計

期間と比較して9,737千円（△62.1％）の増益となりました。 

 当該業績に至った主な要因は、前第３四半期連結累計期間では大規模改修工事の受注を獲得し、売上高へ反映

することが出来ましたが、当第３四半期連結累計期間においては小規模工事の受注のみに留まったこと及び前第

１四半期連結累計期間より開始した同業他社との業務提携契約による手数料収入が、１年間を経過したことによ

り逓減したなどによるものであります。 

・給排水管設備工事 

 給排水管設備工事におきましては、売上高は112,750千円となり、前第３四半期連結累計期間と比較して

66,899千円（△37.2％）の減少、セグメント利益（営業利益）は2,032千円となり、前第３四半期連結累計期間

と比較して15,328千円（△88.3％）の減益となりました。 

 当該業績に至った主な要因は、大規模工事である給排水管更正工事の完成件数が前第３四半期連結累計期間と

比較して２棟減少して５棟であったこと、営業人員が２名減少したこと及び当該工事を行う㈱サニーダを被告と

した訴訟が平成24年２月以降に複数発生し、その対応に営業人員を配置したため営業機会を喪失したなどによる

ものであります。 

・太陽光事業 

 太陽光事業におきましては、当第３四半期連結累計期間までに太陽光発電モジュール販路拡大のため他業種と

の業務提携交渉、太陽光発電システム工事の受注活動、設置工事業者への研修など行ない、その結果、売上高は

11,732千円となり、セグメント損失（営業損失）は17,412千円となりました。 

 当該業績に至った主な要因は、事業開始のために支出した諸経費により、売上利益では依然として諸経費を負

担することが出来ないためであります。  

（不動産事業） 

 当セグメントにおきましては、売上高はありませんでした。従いまして、売上高は、前第３四半期連結累計期

間と比較して49,052千円の減少となり、セグメント損失（営業損失）は14,753千円と前第３四半期連結累計期間

と比較して15,581千円（△51.4％）の増益となりました。 

 当該業績に至った主な要因は、不動産事業におきましては、前第３四半期連結累計期間では投資不動産の賃貸

による賃料収入を売上高に計上しておりましたが、前連結会計年度末日までにおいて当該投資不動産を売却した

ため、売上高が減少しております。 

（投資事業）  

 当セグメントにおきましては、売上高は1,832千円となり、前第３四半期連結累計期間と比較して787千円

（75.4％）の増加、セグメント損失（営業損失）は703千円となり、前第３四半期連結累計期間と比較して3,711

千円（△123.4％）の減益となりました。尚、当該業績に至った主な要因は以下のとおりであります。  

 当セグメントにおきましては、法人向けに金銭消費貸借契約締結による利息を売上高として計上しており、当

連結会計年度におきましては、貸付金の利息収入を獲得したためであります。     

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第３四半期連結会計期間末の総資産は908,618千円となり、前連結会計年度末と比較して302,394千円の減少

（△25.0％）となりました。  

（資産） 

 流動資産は、864,399千円となり、前連結会計年度末と比較して285,182千円の減少（△24.8％）となりまし

た。 

 この主な要因は、現金及び預金が141,908千円減少、前渡金が37,587千円減少、営業貸付金が110,000千円減少

した等によるものであります。 

 固定資産は、44,218千円となり、前連結会計年度末と比較して17,211千円の減少（△28.0％）となりました。

 この主な要因は、建物及び構築物が2,356千円減少、投資用土地が6,012千円減少した等によるものでありま

す。  

（負債） 

 流動負債は、220,127千円となり、前連結会計年度末と比較して84,996千円の減少（△27.9％）となりまし

た。 

 この主な要因は、支払手形・工事未払金等が10,061千円増加、未払金が121,839千円減少した等によるもので

あります。  

 固定負債は、62,249千円となり、前連結会計年度末と比較して343,891千円の減少（△84.7％）となりまし

た。 

 この主な要因は、訴訟損失引当金が341,238千円減少した等によるものであります。  

（純資産） 

 純資産は、626,240千円となり、前連結会計年度末と比較して126,493千円の増加（25.3％）となりました。 

 この主な要因は、利益剰余金が127,425千円増加した等によるものであります。    

   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

   当第３四半期業績は、概ね当初想定した範囲内で推移しており、平成24年11月14日に公表した通期の業績予想

は変更しておりません。今後、業績予想数値に修正が生じる場合は速やかに公表いたします。 
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。 

   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(減価償却方法の変更） 

  当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取

得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 なお、当第３四半期連結累計期間末までにおいて新たに取得した有形固定資産はありません。  

   

   

 当社グループは、前連結会計年度まで継続的に営業損失を計上しており、当第３四半期連結累計期間におきまし

ても235,529千円の営業損失を計上いたしました。また、営業キャッシュ・フローにつきましてもマイナスの状況

が継続しております。これら継続する営業損失、営業キャッシュ・フローのマイナスの状況を改善すべく、当社グ

ループは、営業力の強化、社会的信頼の回復に取り組んでおりますが、当第３四半期連結累計期間においてはこれ

らマイナスの状況を改善するまでには至ることができませんでした。 

 従いまして、当該状況が改善されない限り、当社グループが事業活動を継続するために必要な資金の調達が困難

となり、債務超過に陥る可能性が潜在しているため、当社グループには継続企業の前提に関する重要な疑義が存在

しております。 

 四半期財務諸表提出会社である当社は、当該状況を解消、改善すべく、以下のとおり対応してまいります。 

 当社グループは、当社グループ全体で建設事業としての環境ビジネスを推進し、太陽光発電モジュールの販売・

設置における営業展開では、まず包括的な代理店となりえる企業へ優先してアプローチを行い、包括代理店から代

理店網を広げることで顧客の裾野拡大を図り、利潤追求のために当社グループからの人員は少人数で対応すること

で営業利益を獲得して参ります。また、リフォーム・メンテナンス事業におきましても、環境ビジネスが営業の幅

を得ることになり売上高の獲得に繋がることを期しております。当社グループは、事業活動が成果・結果として表

面化していくことが、社会的信頼の回復にも繋がり、金融機関からの支援を受けられる企業体質への変貌を遂げる

こととなり、資金調達の面での改善をなし得ると判断しております。    

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 679,491 537,583

受取手形及び売掛金 13,107 13,060

完成工事未収入金 9,436 17,391

商品及び製品 9,955 33,814

営業貸付金 120,000 10,000

販売用不動産 0 －

前渡金 242,997 205,410

その他 75,062 59,539

貸倒引当金 △469 △12,399

流動資産合計 1,149,582 864,399

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 18,846 18,846

減価償却累計額 △9,657 △12,014

建物及び構築物（純額） 9,188 6,832

機械及び装置 6,789 6,789

減価償却累計額 △6,789 △6,789

機械及び装置（純額） 0 0

車両運搬具 12,604 11,717

減価償却累計額 △8,751 △9,327

車両運搬具（純額） 3,852 2,389

工具、器具及び備品 21,790 21,790

減価償却累計額 △19,826 △20,302

工具、器具及び備品（純額） 1,963 1,488

有形固定資産 15,005 10,709

無形固定資産   

ソフトウエア 282 120

その他 0 0

無形固定資産 282 120

投資その他の資産   

投資有価証券 1 1

長期貸付金 2,923 2,705

破産更生債権等 2,056,944 2,055,325

差入保証金 3,108 3,078

投資用土地 6,012 －

船舶 19,047 19,047

その他 6,237 2,837

貸倒引当金 △2,048,132 △2,049,607
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

投資その他の資産 46,143 33,388

固定資産合計 61,430 44,218

資産合計 1,211,012 908,618

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 7,617 17,679

未払金 159,119 37,279

瑕疵担保損失引当金 50,000 50,000

未払法人税等 21,717 24,937

1年内返済予定の長期借入金 1,560 1,560

その他 65,109 88,671

流動負債合計 305,124 220,127

固定負債   

長期借入金 2,730 1,560

退職給付引当金 1,556 1,915

完成工事補償引当金 38,526 36,684

訴訟損失引当金 341,238 －

その他 22,090 22,090

固定負債合計 406,141 62,249

負債合計 711,265 282,377

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,967,134 6,967,134

資本剰余金 670,393 670,393

利益剰余金 △7,142,059 △7,014,634

自己株式 △4,742 △5,270

株主資本合計 490,725 617,622

新株予約権 9,021 8,618

純資産合計 499,746 626,240

負債純資産合計 1,211,012 908,618
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（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） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 271,342 165,735

売上原価 217,636 120,850

売上総利益 53,705 44,885

販売費及び一般管理費 307,370 280,414

営業損失（△） △253,665 △235,529

営業外収益   

受取利息 57 52

受取賃貸料 857 720

雑収入 1,366 295

その他 30 1

営業外収益合計 2,311 1,068

営業外費用   

支払利息 162 99

減価償却費 7,925 －

雑損失 1,059 254

その他 0 －

営業外費用合計 9,147 353

経常損失（△） △260,501 △234,814

特別利益   

固定資産売却益 184,709 －

新株予約権戻入益 504 403

訴訟損失引当金戻入額 5,119 221,376

債務消滅益 － 145,540

その他 97 －

特別利益合計 190,430 367,320

特別損失   

訴訟損失引当金繰入額 26,369 137

固定資産売却損 － 1,130

瑕疵担保損失引当金繰入額 50,000 －

減損損失 33,570 －

特別損失合計 109,940 1,268

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（△）

△180,010 131,237

法人税、住民税及び事業税 21,648 2,459

過年度法人税等 － 1,352

法人税等合計 21,648 3,811

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△201,659 127,425

四半期純利益又は四半期純損失（△） △201,659 127,425
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△201,659 127,425

四半期包括利益 △201,659 127,425

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △201,659 127,425

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

 当社グループは、前連結会計年度まで継続的に営業損失を計上しており、当第３四半期連結累計期間におきまし

ても235,529千円の営業損失を計上いたしました。また、営業キャッシュ・フローにつきましてもマイナスの状況

が継続しております。これら継続する営業損失、営業キャッシュ・フローのマイナスの状況を改善すべく、当社グ

ループは、営業力の強化、社会的信頼の回復に取り組んでおりますが、当第３四半期連結累計期間においてはこれ

らマイナスの状況を改善するまでには至ることができませんでした。 

 従いまして、当該状況が改善されない限り、当社グループが事業活動を継続するために必要な資金の調達が困難

となり、債務超過に陥る可能性が潜在しているため、当社グループには継続企業の前提に関する重要な疑義が存在

しております。 

 四半期連結財務諸表提出会社である当社は、当該状況を解消、改善すべく、以下のとおり対応してまいります。

 当社グループは、当社グループ全体で建設事業としての環境ビジネスを推進し、太陽光発電モジュールの販売・

設置における営業展開では、まず包括的な代理店となりえる企業へ優先してアプローチを行い、包括代理店から代

理店網を広げることで顧客の裾野拡大を図り、利潤追求のために当社グループからの人員は少人数で対応すること

で営業利益を獲得して参ります。また、リフォーム・メンテナンス事業におきましても、環境ビジネスが営業の幅

を得ることになり売上高の獲得に繋がることを期しております。当社グループは、事業活動が成果・結果として表

面化していくことが、社会的信頼の回復にも繋がり、金融機関からの支援を受けられる企業体質への変貌を遂げる

こととなり、資金調達の面での改善をなし得ると判断しております。   

 しかしながら、全ての計画が必ずしも実現するとは限らないことにより、現時点においては継続企業の前提に関

する重要な不確実性が認められます。 

 なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影

響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。   

   

   

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）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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Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項） 

（注） 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社管理部門に係る一般管理費であります。 

  

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 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

 「不動産事業」セグメントにおいて、クレア㈱が保有する固定資産の一部（投資用建物及びその敷

地）について、運用の目的、追加投資した場合の利回り等について検討した結果、当該資産を売却する

ことを想定して売却可能見込額を簿価と比較したところ、売却可能見込額が簿価と比べ著しく低下した

ことから「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき減損の兆候が生じていると判断し、減損損失を計

上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間においては33,570千円で

あります。 

  

（６）セグメント情報等

  （単位：千円）

  報告セグメント 

  建設事業 不動産事業 投資事業 人工島建設事業 合計 

売上高           

外部顧客への売上高  221,273  49,052  1,015  －  271,342

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 1,712  －  28  －  1,741

計  222,986  49,052  1,044  －  273,084

セグメント利益又は損失

（△） 
 △5,961  △30,334  3,008  －  △33,287

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  △33,287

セグメント間取引消去  △1,741

全社費用（注）  △218,635

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △253,665
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31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 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項） 

（注） 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社管理部門に係る一般管理費であります。 

  

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。  

  

４．報告セグメントの変更等に関する事項 

 第１四半期連結会計期間より、平成24年５月15日に開催した取締役会の決定である「ロシア人工島建設事

業の撤退」に伴い、報告セグメントを「建設事業」、「不動産事業」、「投資事業」及び「人工島建設事

業」の４区分から、「建設事業」、「不動産事業」、「投資事業」の３区分に変更しております。 

  

   

   

  （単位：千円）

  報告セグメント 

  建設事業 不動産事業 投資事業 合計 

売上高         

外部顧客への売上高  163,902  －  1,832  165,735

セグメント間の内部売上高又は振替高  510  －  －  510

計  164,412  －  1,832  166,245

セグメント損失（△）  △21,312  △14,753  △703  △36,769

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  △36,769

セグメント間取引消去  △510

全社費用（注）  △198,250

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △235,529
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