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平成 22 年８月 12 日 

各  位 

 

 

会  社  名 ク レ ア ホ ー ル デ ィ ン グ ス ㈱ 

代 表 者 名 代表取締役社長 黒 田 高 史 

                           (コード番号 1757 大証第 2部) 

問 合 せ 先 取 締 役   岩 崎  智 彦 

                                    (Tel. 03-5775-2100) 

 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成23年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕 

（連結）」の一部訂正について  

 

 

 

平成22年８月11日に発表いたしました「平成23年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の記

載内容の一部に誤りがありましたので、下記の通り訂正いたします。（訂正箇所は＿を付して内容を表示し

ております。）  

 

記  

 

《訂正箇所》 
 
 

３. 四半期連結財務諸表 
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】の箇所（10 ページ）  
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【訂正前】  

３. 四半期連結財務諸表  
 (3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

    （単位：千円）

  

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成 21 年４月１日 

 至 平成 21 年６月 30 日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成 22 年４月１日 

 至 平成 22 年６月 30 日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 税金等調整前四半期純損失（△） △702,008 △197,690

 減価償却費 1,171 7,419

 過年度損益修正益 △3,771 △95

 過年度損益修正損 107,739 -

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △234 13,702

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,551 283

 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) 181,977 8,726

 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 42,500 △871

 株式交付費 8,898 635

 コンサルティング費 144,000 20,400

 訴訟関連損失 - 7,037

 移転費用 - 8,814

 受取利息及び受取配当金 △65 729

 支払利息 238 141

 売上債権の増減額（△は増加） 36,251 10,984

 たな卸資産の増減額（△は増加） 37,563 23,024

 仕入債務の増減額（△は減少） △58,576 △29,608

 投資有価証券売却損益（△は益） - 9,726

 未成工事受入金の増減額（△は減少） △12,227 △30,047

 貸付けによる支出 △9,500 △200,000

 未収入金の増減額（△は増加） - 24,358

 未収消費税等の増減額（△は増加） 37,277 3,851

 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △49,108 9,543

 未払消費税等の増減額（△は減少） - 3,487

 長期預り金の増減額（△は減少） - △21,000

 貸付金の回収による収入 51,844 150,708

 その他 2,266 △4,212

 小計 △187,316 △179,950

 利息及び配当金の受取額 65 △76

 利息の支払額 △238 △134

 法人税等の支払額 △5,968 △11,581

 営業活動によるキャッシュ・フロー △193,457 △191,743
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【訂正後】 

３. 四半期連結財務諸表  
 (3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

    （単位：千円）

  

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成 21 年４月１日 

 至 平成 21 年６月 30 日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成 22 年４月１日 

 至 平成 22 年６月 30 日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 税金等調整前四半期純損失（△） △702,008 △197,690

 減価償却費 1,171 7,419

 過年度損益修正益 △3,771 △95

 過年度損益修正損 107,739 -

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △234 13,702

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,551 283

 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) 181,977 8,726

 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 42,500 △871

 株式交付費 8,898 635

 コンサルティング費 144,000 20,400

 訴訟関連損失 - 7,037

 移転費用 - 8,814

 受取利息及び受取配当金 △65 △729

 支払利息 238 141

 売上債権の増減額（△は増加） 36,251 10,984

 たな卸資産の増減額（△は増加） 37,563 23,024

 仕入債務の増減額（△は減少） △58,576 △29,608

 投資有価証券売却損益（△は益） - 9,726

 未成工事受入金の増減額（△は減少） △12,227 △30,047

 貸付けによる支出 △9,500 △200,000

 未収入金の増減額（△は増加） - 24,358

 未収消費税等の増減額（△は増加） 37,277 3,851

 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △49,108 9,543

 未払消費税等の増減額（△は減少） - 3,487

 長期預り金の増減額（△は減少） - △21,000

 貸付金の回収による収入 51,844 150,708

 その他 2,266 △2,907

 小計 △187,316 △180,104

 利息及び配当金の受取額 65 76

 利息の支払額 △238 △134

 法人税等の支払額 △5,968 △11,581

 営業活動によるキャッシュ・フロー △193,457 △191,743

   以上 
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