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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 199 △33.1 △330 ― △329 ― 33 ―
24年3月期 298 △22.0 △355 ― △364 ― △342 ―

（注）包括利益 25年3月期 33百万円 （―％） 24年3月期 △342百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年3月期 2.04 ― 6.6 △32.8 △165.4
24年3月期 △20.89 ― △51.7 △25.9 △119.2

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  ―百万円 24年3月期  ―百万円

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 795 532 65.8 31.96
24年3月期 1,211 499 40.5 29.95

（参考） 自己資本   25年3月期  523百万円 24年3月期  490百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

25年3月期 △273 12 △2 415
24年3月期 △821 731 △3 679

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―
25年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―
26年3月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期(累計) 85 △23.8 △128 ― △127 ― △129 ― △7.88
通期 180 △9.6 △236 ― △234 ― △238 ― △14.54



※  注記事項 
(1) 期中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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 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 4,103 株 24年3月期 3 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 16,382,817 株 24年3月期 16,384,656 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 0 ― △244 ― △244 ― △25 ―
24年3月期 0 ― △259 ― △259 ― △320 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

25年3月期 △1.57 ―
24年3月期 △19.55 ―

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 1,093 745 67.4 45.00
24年3月期 1,204 772 63.4 46.60

（参考） 自己資本 25年3月期  737百万円 24年3月期  763百万円

2. 平成26年 3月期の個別業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終
了していません。 

※ 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２ページ「１．経営成績・財政状態に関する分析（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。
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株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益」、「（２）連結財政状態 １株当たり純資産」並びに「注記事項 （３）発行済株
式数（普通株式）24年３月期」の株式数を、また、（参考）個別業績の概要につきましても「（１）個別経営成績 １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当
たり当期純利益」、「（２）個別財政状態 １株当たり純資産」の株式数を記載しております。 

売上高 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 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 0 ― △105 ― △105 ― △6.45
通期 0 ― △195 ― △196 ― △11.98
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（１）経営成績に関する分析  

①当期の経営成績 

  当連結会計年度におけるわが国の経済は、年度前半においては、ユーロ圏政府債務問題が金融資本市場の変動や

景気の下振れに影響を及ぼすなか、国内では、復興需要等を背景にした景気回復も世界景気の減速等の影響を受け

て回復の動きに足踏みが見られましたが、年度後半になり、欧州政府債務危機の継続、アメリカの財政緊縮や雇用

情勢問題があるなか、国内では、輸出環境の改善や経済対策、金融政策の効果などを背景にした株価の回復や円高

是正、景気の持ち直しへの動きへ推移しています。  

 建設業におきましては、雇用・所得環境が安定的に推移するなか、エコ住宅、スマートハウスには住宅メーカー

以外からの業界参入や価額競争がありましたが、経済対策の効果による公共工事の受注増加が期待され、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。然しながら当社に

おきましては、品質、価格、ブランド力など競合他社との関係において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、199,515千円と前連結会計年度と比べ98,683千円の減少（△33.1％）、営

業損失は、330,034千円と前連結会計年度と比べ25,269千円の解消（△7.1％）、経常損失は、329,052千円と前連

結年度と比べ35,476千円の解消（△9.7％）、当期純利益は、33,407千円と前連結会計年度と比べ375,742千円の解

消（前連結年度は342,335千円の当期純損失）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198,330千円となり、前連結会計年度と比較して50,728千円の減少

（△20.3％）、セグメント損失（営業損失）は36,049千円となり、前連結会計年度と比較して1,394千円の解消

（△3.7％）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49,023千円となり、前連結会計年度と比較して5,086

千円の減少（△9.4％）、セグメント損失（営業損失）は9,018千円となり、前連結会計年度と比較して12,020千円

の解消（△57.1％）となりました。 

  当該業績に至った主な要因は、前連結会計年度と比較して完成戸数が△10.0％となったこと及び前第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137,356千円となり、前連結会計年度と比較して57,591千円の減少

（△29.5％）、セグメント利益（営業利益）は849千円となり、前連結会計年度と比較して11,362千円の減益

（△93.0％）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戸数が２棟減少したこと及び当該工事

の売上高平均が△45.6％となったこと、営業人員が２名減少したこと、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、当連結会計年度末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11,949千円

（前連結会計年度において売上高は計上しておりません）となり、セグメント損失（営業損失）は27,879千円とな

り、前連結会計年度と比較して736千円の解消（△2.5％）となりました。 

  当該業績に至った主な要因は、国内大手メーカー等による太陽光発電システムの積極的な広告宣伝活動及び国内

製品の信用力に対して、当社のブランド力は消費者に浸透しておらず、営業に関しては、一部地域において一般消

費者へのチラシによる広告活動、マンパワーによる業者との直接交渉は行ったものの、売上高としては当社と取引

実績のある他社への販売にとどまったためであります。 

（不動産事業） 

  当セグメントにおきましては、当連結会計年度において売上高を計上することができませんでした。従いまし

て、売上高は、前連結会計年度と比較して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

前連結会計年度と比較して22,945千円の解消（△60.9％）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、前連結会計年度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でありま

す。 

１．経営成績・財政状態に関する分析
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（投資事業） 

  当セグメントにおきましては、売上高は1,965千円となり、前連結会計年度と比較して164千円の減少

（△7.7％）、セグメント損失（営業損失）は7,060千円となり、前連結会計年度と比較して11,770千円の減益

（△249.9％）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ます

が、当連結会計年度におきましては、前連結会計年度と比較して△66.7％と貸出金額を控えたためであります。 

②今後の見通し  

 今期の見通しにつきましては、当社は、当連結会計年度末までにおいて主に建設事業、不動産事業に注力するこ

とによって業績の回復に努めたものの、結果、営業利益及び営業キャッシュ・フローベースでの黒字化は果たして

おらず、政府の経済対策、金融政策の効果による今後の建設業界並びに不動産業界の業績が改善するとの期待のな

かにおいても、当社グループといたしましては、政策効果が当社グループの業績の回復に必ずしも直結するもので

はなく、引続き業績の回復に向けた事業活動を展開していくという認識をもっております。 

 このような状況のなか、当社は、平成25年３月15日付けにおいてライツ・オファリング（ノンコミットメント

型）によるクレアホールディングス株式会社第20 回新株予約権を発行することを発表させて頂きました。 

 今般のクレアホールディングス株式会社第20 回新株予約権の発行により調達された資金は、「大規模な土地を

活用した上で、発電能力２メガワット以上を想定したプロジェクト単位で外部の電力会社等に売電を行う発電事業

者向けに販売することを目的とした事業者向け（大型発電施設向け）」の一環として、「大型太陽光発電所建設事

業費」として投下させて頂き今後の事業展開を図りますが、調達された資金の規模によってビジネスモデルが変動

することから、平成25年３月期決算短信縦覧日においては新株予約権の行使期間満了日である平成25年５月30日を

経過していないため、平成26年３月期の連結業績予想及び平成26年３月期の個別業績予想の数値には当該事業を推

進した場合の数値を反映しておりません。 

 なお、業績予想に影響があると判断した場合には、改めて開示をさせて頂きます。  

（ご注意）  

この文書には、当社又は当社グループの財政状態又は業績等についての見通し、予測、予想、計画又は目標等の将

来に関する記載が含まれております。これらの記載内容は、本書の作成時点における当社の判断又は認識に基づい

ておりますが、将来における実際の業績等は、様々な要因により、本書に記載された見通し等と大きく異なる可能

性がございますので予めご了承ください。 
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（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況   

 当連結会計年度末の資産につきましては、 総資産は795,376千円となり、前連結会計年度末と比較して415,636

千円の減少（△34.3％）となりました。 

（資産）  

 流動資産は761,040千円となり、前連結会計年度末と比較して388,541千円の減少（△33.8％）となりました。 

 この主な要因は、現金及び預金が263,806千円減少、前渡金が37,641千円減少、営業貸付金が80,000千円減少し

た等によるものであります。 

 固定資産は34,335千円となり、前連結会計年度末と比較して19,095千円の減少（△44.1％）となりました。 

 この主な要因は、破産更生債権等が9,575千円減少、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201,519千円となり、前連結会計年度末と比較して103,604千円の減少（△34.0％）となりました。 

 この主な要因は、未払金が128,444千円減少した等によるものであります。  

 固定負債は61,654千円となり、前連結会計年度末と比較して344,487千円の減少（△84.8％）となりました。 

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

（純資産）  

 純資産は532,202千円となり、前連結会計年度末と比較して32,455千円の増加（6.5 ％）となりました。 

 この主な要因は、利益剰余金が33,407千円増加した等によるものであります。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は415,685千円となり、前連結会計年

度末と比較して263,806千円の減少（△38.8％）となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動の結果使用した資金は273,710千円（前連結会計年度は821,179千円の使用）となりました。 

 この主な要因は、訴訟損失引当金の増減額が△221,238千円、貸付金の回収による収入が120,291千円、債務消滅

益が△145,540千円、訴訟和解金の支払額が△120,000千円などによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 投資活動の結果得られた資金は12,312千円（前連結会計年度は731,031千円の獲得）となりました。 

 この主な要因は、投資不動産の売却による収入4,882千円、供託金の回収による収入3,400千円などによるもので

あります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動の結果使用した資金は2,408千円（前連結会計年度は3,611千円の使用）となりました。 

 この主な要因は、長期借入金の返済により支出1,560千円などによるものであります。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移  

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注４）キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フロー

がマイナスの為記載を省略しております。     

  平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期

自己資本比率（％） 30.4 10.4 52.0 40.5 65.8 

時価ベースの 

自己資本比率（％） 
155.5 100.7 102.3 270.6 148.3 

キャッシュ・フロー対 

有利子負債比率（年） 
－ － － － － 

インタレスト・ 

カバレッジ・レシオ（倍） 
－ － － － － 
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（３）継続企業の前提に関する重要事象等 

 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、当連結会計年度におきましても

330,034千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273,710千円のマイナ

スの状況となっております。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、当連結会計年度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。 

 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、太陽光事業では、「主に自宅で

の発電利用を目的とした一般家庭向け（一般家庭向け）」、「小規模の遊休地や工場、倉庫の屋上等に太陽光発電

モジュールを設置し、外部の電力会社等に電力を販売することを目的とした事業者向け（小規模発電施設向け）」

のみならず、今後は、「大規模な土地を活用した上で、発電能力２メガワット以上を想定したプロジェクト単位で

外部の電力会社等に売電を行う発電事業者向けに販売することを目的とした事業者向け（大型発電施設向け）」の

営業についても一層尽力・推進させていくことが、リフォーム・メンテナンス事業並びに不動産事業へのシナジー

効果となり、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、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連

結財務諸表に反映しておりません。  
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（１）会社の経営の基本方針 

 当社の全役職員が共有する理念は、「豊かな生活環境造りを推進し、社会に誇れる新しい社歴を築く」ことであ

り、建設・不動産・住宅衛生設備再生、太陽光発電等の事業を通じ、地球環境や住まいの整備と質的改善を推進

し、広く社会に貢献することを目標としております。当社グループといたしましては、住宅関連事業を中心に経営

基盤の足元を固め、グローバルな視点で事業を推進することで、環境や人にやさしい確かな技術を広めてまいりた

いと考えており、株主からの負託に応える収益性、成長性を兼ね備えた企業集団へと変貌することを経営の方針と

しております。   

  （２）目標とする経営指標 

 当社は、早急に子会社の赤字体質を改善し、当社及び当社グループの脆弱な財務体質の安定化を図ることを目標

としております。近年赤字決算が継続している状況でありますため、当社の経営指標といたしましては、連結ベー

スでの当期純利益の黒字確保を当面の目標としております。   

 （３）中長期的な会社の経営戦略 

 当社の中長期的な経営戦略といたしましては、すべての子会社を黒字化することで脆弱な財務体質を改善し、海

外における事業の展開も視野に入れることでグループ全体の事業の規模の拡大及び事業領域の拡大を目指しており

ます。 

 建設事業におきましては、リフォーム・メンテナンス事業、給排水管工事事業を主軸とし、業務提携等による収

益性強化にも注力し、建築物の総合メンテナンスを推進してまいります。 

 太陽光事業におきましては、当連結会計年度までにおいて展開してきた「主に自宅での発電利用を目的とした一

般家庭向け（一般家庭向け）」、「小規模の遊休地や工場、倉庫の屋上等に太陽光発電モジュールを設置し、外部

の電力会社等に電力を販売することを目的とした事業者向け（小規模発電施設向け）」のみならず、今後は、「大

規模な土地を活用した上で、発電能力２メガワット以上を想定したプロジェクト単位で外部の電力会社等に売電を

行う発電事業者向けに販売することを目的とした事業者向け（大型発電施設向け）」の営業についても、一層尽力

をしてまいります。 

 不動産事業におきましては、各案件毎の収益の確実性を慎重に検討した上で、高収益物件の確保、又は短期売買

が可能と見込まれる不動産取引を行っていくことで収益の確保をしていくとともに、投資用不動産の管理・運用、

売買・仲介し、収益率の向上を図ってまいります。   

  （４）会社の対処すべき課題 

 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、当連結会計年度におきましても

330,034千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273,710千円のマイナ

スの状況となっております。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、当連結会計年度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。 

 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、太陽光事業では、「主に自宅で

の発電利用を目的とした一般家庭向け（一般家庭向け）」、「小規模の遊休地や工場、倉庫の屋上等に太陽光発電

モジュールを設置し、外部の電力会社等に電力を販売することを目的とした事業者向け（小規模発電施設向け）」

のみならず、今後は、「大規模な土地を活用した上で、発電能力２メガワット以上を想定したプロジェクト単位で

外部の電力会社等に売電を行う発電事業者向けに販売することを目的とした事業者向け（大型発電施設向け）」の

営業についても一層尽力・推進させていくことが、リフォーム・メンテナンス事業並びに不動産事業へのシナジー

効果となり、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．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）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) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 679,491 415,685

受取手形及び売掛金 13,107 11,875

完成工事未収入金 9,436 18,289

未成工事支出金 － 2,705

営業貸付金 120,000 40,000

販売用不動産 0 －

商品及び製品 9,955 26,022

前渡金 242,997 205,356

未収入金 50,669 50,468

その他 24,393 3,918

貸倒引当金 △469 △13,282

流動資産合計 1,149,582 761,040

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 △12,799

建物及び構築物（純額） 9,188 6,046

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 2,616

減価償却累計額 △8,751 △2,616

車両運搬具（純額） 3,852 0

工具、器具及び備品 21,790 17,454

減価償却累計額 △19,826 △16,212

工具、器具及び備品（純額） 1,963 1,241

有形固定資産 15,005 7,287

無形固定資産   

ソフトウエア 282 －

その他 0 0

無形固定資産 282 0

投資その他の資産   

投資有価証券 1 0

長期貸付金 2,923 2,631

破産更生債権等 2,056,944 2,047,368

差入保証金 3,108 3,078

投資用土地 6,012 －

船舶 19,047 19,047
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

その他 6,237 2,837

貸倒引当金 △2,048,132 △2,047,915

投資その他の資産 46,143 27,047

固定資産合計 61,430 34,335

資産合計 1,211,012 795,376

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 7,617 15,492

未払金 159,119 30,675

瑕疵担保損失引当金 50,000 50,000

未払法人税等 21,717 20,096

1年内返済予定の長期借入金 1,560 1,560

その他 65,109 83,695

流動負債合計 305,124 201,519

固定負債   

長期借入金 2,730 1,170

退職給付引当金 1,556 1,804

完成工事補償引当金 38,526 36,589

訴訟損失引当金 341,238 －

その他 22,090 22,090

固定負債合計 406,141 61,654

負債合計 711,265 263,173

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 △7,108,652

自己株式 △4,742 △5,290

株主資本合計 490,725 523,583

新株予約権 9,021 8,618

純資産合計 499,746 532,202

負債純資産合計 1,211,012 795,376
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（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） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 298,199 199,515

売上原価 234,528 157,788

売上総利益 63,670 41,727

販売費及び一般管理費 418,974 371,762

営業損失（△） △355,304 △330,034

営業外収益   

受取利息 0 0

受取賃貸料 1,097 960

貸付金利息 75 68

雑収入 1,407 353

その他 20 1

営業外収益合計 2,601 1,384

営業外費用   

支払利息 201 125

減価償却費 10,495 －

雑損失 1,127 276

その他 0 －

営業外費用合計 11,825 402

経常損失（△） △364,528 △329,052

特別利益   

訴訟損失引当金戻入額 5,119 221,376

固定資産売却益 184,709 1,881

新株予約権戻入益 504 403

債務消滅益 － 145,540

その他 97 －

特別利益合計 190,430 369,201

特別損失   

貸倒引当金繰入額 4,237 －

固定資産売却損 － 1,130

固定資産除却損 － 159

減損損失 49,400 －

訴訟損失引当金繰入額 46,168 137

瑕疵担保損失引当金繰入額 50,000 －

特別損失合計 149,806 1,427

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△323,904 38,721

法人税、住民税及び事業税 18,430 3,796

過年度法人税等 － 1,518

法人税等合計 18,430 5,314

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

△342,335 33,407

当期純利益又は当期純損失（△） △342,335 33,407
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

△342,335 33,407

包括利益 △342,335 33,407

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △342,335 33,407

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 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 6,967,134 6,967,134

当期末残高 6,967,134 6,967,134

資本剰余金   

当期首残高 670,393 670,393

当期末残高 670,393 670,393

利益剰余金   

当期首残高 △6,799,724 △7,142,059

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △342,335 33,407

当期変動額合計 △342,335 33,407

当期末残高 △7,142,059 △7,108,652

自己株式   

当期首残高 △4,742 △4,742

当期変動額   

当期変動額合計 － △548

当期末残高 △4,742 △5,290

株主資本合計   

当期首残高 833,060 490,725

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △342,335 33,407

自己株式の取得 － △548

当期変動額合計 △342,335 32,858

当期末残高 490,725 523,583

新株予約権   

当期首残高 9,525 9,021

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △504 △403

当期変動額合計 △504 △403

当期末残高 9,021 8,618

純資産合計   

当期首残高 842,586 499,746

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △342,335 33,407

自己株式の取得 － △548

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △504 △403

当期変動額合計 △342,839 32,455

当期末残高 499,746 532,202
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

△323,904 38,721

減価償却費 33,091 7,385

減損損失 49,400 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,705 20,160

受取利息及び受取配当金 △77 △69

支払利息 201 125

債務消滅益 － △145,540

売上債権の増減額（△は増加） △8,640 △7,622

たな卸資産の増減額（△は増加） 9,073 △26,543

仕入債務の増減額（△は減少） △26,714 7,874

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,316 247

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） 39,049 △221,238

瑕疵担保損失引当金の増減額（△は減少） 50,000 －

新株予約権戻入益 △504 △403

固定資産売却損益（△は益） △184,709 △750

未収入金の増減額（△は増加） 30 201

前払金の増減額（△は増加） △242,726 37,641

未収消費税等の増減額（△は増加） 15,864 －

未成工事受入金の増減額（△は減少） 105 △105

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △135,587 34,892

仮受金の増減額（△は減少） 3,423 63

破産更生債権等の増減額（△は増加） 2,564 440

貸付けによる支出 △120,000 △40,000

貸付金の回収による収入 2,684 120,291

その他 21,671 30,600

小計 △815,316 △143,625

利息及び配当金の受取額 77 69

利息の支払額 △202 △127

訴訟和解金の支払額 － △120,000

法人税等の支払額 △5,738 △8,509

過年度法人税等 － △1,518

営業活動によるキャッシュ・フロー △821,179 △273,710
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △563 －

有形固定資産の売却による収入 12,948 4,000

差入保証金の差入による支出 △590 －

差入保証金の回収による収入 796 30

投資不動産の売却による収入 718,390 4,882

供託金の回収による収入 － 3,400

その他 50 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 731,031 12,312

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △2,351 △300

長期借入金の返済による支出 △1,560 △1,560

自己株式の取得による支出 － △548

その他 300 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,611 △2,408

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △93,759 △263,806

現金及び現金同等物の期首残高 773,251 679,491

現金及び現金同等物の期末残高 679,491 415,685
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  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、当連結会計年度におきましても

330,034千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273,710千円のマイナ

スの状況となっております。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、当連結会計年度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。 

 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、太陽光事業では、「主に自宅で

の発電利用を目的とした一般家庭向け（一般家庭向け）」、「小規模の遊休地や工場、倉庫の屋上等に太陽光発電

モジュールを設置し、外部の電力会社等に電力を販売することを目的とした事業者向け（小規模発電施設向け）」

のみならず、今後は、「大規模な土地を活用した上で、発電能力２メガワット以上を想定したプロジェクト単位で

外部の電力会社等に売電を行う発電事業者向けに販売することを目的とした事業者向け（大型発電施設向け）」の

営業についても一層尽力・推進させていくことが、リフォーム・メンテナンス事業並びに不動産事業へのシナジー

効果となり、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、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連

結財務諸表に反映しておりません。   

  

（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、当連結会計年度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。 

  

  

  

（５）連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（会計方針の変更）
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１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうちに分離された財務情報が入手可能であり、当社の取締

役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので

あります。 

 当社の事業セグメントは、建設工事の事業形態を基礎とした「建設事業」、不動産取引の事業形態を基

礎とした「不動産事業」、投資活動の事業形態を基礎とした「投資事業」から構成され、当該３つを報告

セグメントとしております。 なお、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。  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と概ね同一であります。 

 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

 セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。 

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

  

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報

  （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  247,045  49,052  2,100  －  298,199

セグメント間の内部売上高又は振替高  2,012  －  28  －  2,041

計  249,058  49,052  2,129  －  300,240

セグメント利益又は損失（△）  △37,443  △37,699  4,710  －  △70,432

セグメント資産  941,638  161,265  130,960  －  1,233,864

セグメント負債  1,596,666  102,204  3,861,328  －  5,560,199

その他の項目           

減価償却費  42  11,651  －  －  11,693

有形固定資産及び無形固定資産の増加額  －  －  －  －  －

特別利益  －  184,060  －  －  184,060

（固定資産売却益）  －  184,060  －  －  184,060

特別損失  －  33,570  15,830  －  49,400

（減損損失）  －  33,570  15,830  －  49,400
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当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

  

４．報告セグメント合計額と連結財務諸表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。 

  

  （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  197,550  －  1,965  199,515

セグメント間の内部売上高又は振替高  780  －  －  780

計  198,330  －  1,965  200,295

セグメント損失（△）  △36,049  △14,753  △7,060  △57,863

セグメント資産  841,209  135,848  40,581  1,017,639

セグメント負債  1,522,786  96,654  3,819,899  5,439,340

その他の項目         

減価償却費  37  －  －  37

有形固定資産及び無形固定資産の増加額  －  －  －  －

特別利益  －  －  －  －

（固定資産売却益）  －  －  －  －

特別損失  －  －  －  －

（減損損失）  －  －  －  －

  （単位：千円）

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計  300,240  200,295

セグメント間取引消去  △2,041  △780

連結財務諸表の売上高  298,199  199,515

  （単位：千円）

利益 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計  △70,432  △57,863

セグメント間取引消去  △2,041  △780

全社費用（注）  △282,830  △271,391

連結財務諸表の営業損失（△）  △355,304  △330,034
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（注） 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社管理部門に係る資産であります。 

  

（注） 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない本社管理部門に係る負債であります。 

  

（注）１．有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社の管理部門に係る資産であります。 

２．固定資産売却益の調整額は、報告セグメントに帰属しない車両の売却益であります。 

  

  （単位：千円）

資産 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計  1,233,864  1,017,639

セグメント間消去  △300,275  △301,402

全社資産（注）  277,423  79,139

連結財務諸表の資産合計  1,211,012  795,376

  （単位：千円）

負債 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計  5,560,199  5,439,340

セグメント間消去  △5,292,046  △5,294,895

全社負債（注）  443,112  118,729

連結財務諸表の負債合計  711,265  263,173

  （単位：千円）

その他の項目 

報告セグメント計 調整額 連結財務諸表計上額 

前連結会計
年度 

当連結会計
年度 

前連結会計
年度 

当連結会計
年度 

前連結会計
年度 

当連結会計
年度 

減価償却費  11,693  37  21,397  7,347  33,091  7,385

有形固定資産及び無形固定資産の増加

額 
 －  －  563  －  563  －

固定資産売却益  184,060  －  648  1,881  184,709  1,881

減損損失  49,400  －  －  －  49,400  －
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（注）１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

※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株当たり当期純利益金額又は１株当た

り当期純損失金額は、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。 

  

  

  

  

  

  

  

  

（１株当たり情報）

  
前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭 29 95 円 銭 31 96

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり

当期純損失金額（△） 
円 銭 △20 89 円 銭 2 4

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額は、潜在株式は存在するもの

の、１株当たり当期純損失金額が計

上されているため記載しておりませ

ん。 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額は、希薄化効果を有している

潜在株式が存在していないため記載

しておりません。 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

当期純利益又は当期純損失（△）（千円）  △342,335  33,407

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）  △342,335  33,407

普通株式の期中平均株式数（株）  16,384,656  16,382,817

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要

平成20年６月27日定時株主総会決議

によるストックオプションとしての

新株予約権（新株予約権の目的とな

る株式の種類は普通株式及び株式の

数は35,800株） 

平成20年６月27日定時株主総会決議

によるストックオプションとしての

新株予約権（新株予約権の目的とな

る株式の種類は普通株式及び株式の

数は34,200株） 
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 当社は、平成25年３月15日の取締役会において決議されたライツ・オファリング（ノンコミットメント型）に

よるクレアホールディングス株式会社第 20 回新株予約権を、平成25年３月31日を基準日として当該基準日の

終の株主名簿に記載又は記録された株主に対して、当社普通株式１株につき新株予約権１個の割合で無償にて割

当しております。 

 平成25年４月１日以降、クレアホールディングス株式会社第 20 回新株予約権の行使により増加した株式数、

資本金の額は以下のとおりであります。尚、当該新株予約権の行使期間は平成25年５月７日から平成25年５月30

日となっております。  

（注）１．第 20 回新株予約権の行使により発行される株式は全て普通株式であります。 

   ２．第 20 回新株予約権の１株当たり払込金額は全て45円であります。 

   ３．第 20 回新株予約権の１株当たり発行価格は全て0円であります。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（重要な後発事象）

 行使年月日  新株予約権の数（個）  発行する株式の数（個） 発行総額（円） 
発行総額のうち資本へ組入

れる額（円） 

平成25年５月７日   356,646   356,646   16,049,070   16,049,070

平成25年５月８日   724,241   724,241   32,590,845   32,590,845

平成25年５月９日 591,814 591,814  26,631,630 26,631,630

平成25年５月10日 407,698 407,698  18,346,410 18,346,410

平成25年５月13日 174,722 174,722  7,862,490 7,862,490

平成25年５月14日 210,880 210,880  9,489,600 9,489,600
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