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(百万円未満切捨て)

1. 平成23年３月期第２四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年９月30日）

 (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 ％

23年３月期第２四半期 246 15.7 △233 ― △281 ― △330 ―

22年３月期第２四半期 213 △53.0 △637 ― △926 ― △1,537 ―

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

23年３月期第２四半期 △0 71 ―

22年３月期第２四半期 △10 17 ―

 (2) 連結財政状態

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

23年３月期第２四半期 870 160 9.9 0 13

22年３月期 1,000 183 10.4 0 31

(参考) 自己資本 23年３月期第２四半期 86百万円 22年３月期 104百万円

2. 配当の状況

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

22年３月期 ― ― 0 00 ― ― 0 00 0 00

23年３月期 ― ― 0 00

23年３月期(予想) ― ― 0 00 0 00

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
(％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
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 417 △18.9 △387 ― △461 ― △502 ― △0 82



  

 
(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

 
(注) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

 
(注) 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成

に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、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財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

  

・本資料に記載されている業績見通し等の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、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、四半

期決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.４「その他」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規―社 (            )、除外―社 (            )

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期２Ｑ 638,465,997株 22年３月期 335,688,227株

② 期末自己株式数 23年３月期２Ｑ 340株 22年３月期 340株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期２Ｑ 467,321,155株 22年３月期２Ｑ 151,105,034株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、雇用情勢が依然として厳しい状況にある中、海外

経済の改善や各種の政策効果などを背景に企業収益の改善が見られ、個人消費、設備投資も持ち直しの

傾向となるも、中小企業においては総じて厳しい状況環境で推移して参りました。 

建設業におきましては、住宅建設は持家、分譲住宅の着工に改善の兆しが見られるも、引き続き低迷し

て推移しております。 

このような状況のもと当社グループは、採算性を重視した受注確保と新規分野の開拓・強化を国内事

業の黒字化に向けた重要課題として事業活動して参りました。 

その結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は97,275千円（前年同四半期連結会計期間比△

7.7％）、営業損失は103,233千円（前年同四半期連結会計期間比△77.2％）、経常損失は127,003千円

（前年同四半期連結会計期間比△77.5％）、四半期純損失は132,335千円（前年同四半期連結会計期間

比△84.1％）となりました。 

当第２四半期連結会計期間における各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) 

当第２四半期連結会計期間における建設事業におきましては、売上高は95,467千円となり、セグメン

ト損失は19,316千円となりました。 

・リフォーム・メンテナンス工事 

当第２四半期連結会計期間におけるリフォーム・メンテナンス工事におきましては、売上高は32,003

千円となり、セグメント損失は24,707千円となりました。当該業績に至った要因は、松山営業所の閉鎖

による当該管轄地域への営業活動の休止、高松事務所の退職者発生や、その他、異常気象による炎天下

作業での欠員による営業機会の減少等、受注低迷のマイナス要因が重なったことによるものでありま

す。 

・給排水管設備工事 

当第２四半期連結会計期間における給排水管設備工事におきましては、売上高は63,464千円となり、

セグメント利益は5,390千円となりました。当該業績に至った要因は、売上高の低下については大規模

工事である更生工事の受注が競合他社との低下額競争により受注出来なかったこと、及び施工は給排水

管設備を停止させて工事をするため、夏季には発注全体の規模が少ないという季節的変動要因のためで

ありますが、一方、当該売上高の低下の補填を行うため、短期間で施工が完了し、かつ利益率の高い洗

浄工事の売上高を獲得することによりセグメント利益を保持することが出来ました。 

(不動産事業) 

当第２四半期連結会計期間における不動産事業におきましては、新規分野の開拓に取り組んで参りま

したが、仕入業務のための資力確保に難が生じたことに端を発し、事業の見直しをすることに至ったた

め、当第２四半期連結会計期間内において売上高の獲得に繋がる事業案件はありませんでした。従いま

して、当第２四半期連結会計期間において当事業の売上高はありません。また、当事業への営業費用の

支出のため当第２四半期連結会計期間において1,569千円を支出しております。従いまして、セグメン

ト損失が1,569千円となっております。 

(投資事業) 

当第２四半期連結会計期間における投資事業におきましては、売上高は4,063千円となり、セグメン

ト損失は716千円となりました。当該業績に至った要因は、貸金業において不動産を担保とした貸出を

行い利息収入を得ることが出来ましたが、不動産の評価、担保設定に係る諸費用を営業費用として計上

したためであります。 

(人工島建設事業) 

人工島建設事業の事業遂行は当第２四半期連結会計期間末までにおいて停滞しており、内部調査委員

会の調査内容を踏まえ引続き慎重に検討しております。事業再開の決断の過程においては、関係各所と

の調整及びそれに伴う当初の計画からの時間経過に伴う経済情勢の変化を踏まえた事業スキーム、収支

計画、技術提携先の見直し等を改めて行う必要があると判断しております。 

これらの状況により、当第２四半期連結会計期間においては当事業の売上高がございません（前年同四

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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半期連結会計期間につきましても売上高ございません）。また、当事業への支出は依然として継続し

ており、当第２四半期連結会計期間において489千円を支出しております。従いまして、セグメント損

失が489千円となっております。 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は870,268千円となり、前連結会計年度末と比較して129,737千

円の減少（前連結会計年度末比△13.0％）となりました。 

(資産) 

流動資産は、前連結会計年度末と比較して130,092千円の減少（前連結会計年度末比△22.2％）とな

り、455,698千円となりました。この主な要因は、現金預金が78,420千円増加、未成工事支出金が

26,857千円減少、営業貸付金が143,418千円減少したことなどによるものであります。 

固定資産は、前連結会計年度末と比較して355千円の増加（前連結会計年度末比0.1％）となり、

414,569千円となりました。この主な要因は、建物・構築物が17,057千円増加、差入保証金が59,521千

円減少、投資有価証券が150,171千円減少、長期貸付金が199,296千円増加したことなどによるものであ

ります。 

(負債) 

流動負債は、前連結会計年度末と比較して76,874千円の減少（前連結会計年度末比△18.1％）とな

り、348,117千円となりました。この主な要因は、支払手形・工事未払金等が29,373千円減少、未払金

が46,248千円増加、訴訟損失引当金が63,367千円減少したことなどによるものであります。 

固定負債は、前連結会計年度末と比較して29,551千円の減少（前連結会計年度末比△7.5％）とな

り、362,128千円となりました。この主な要因は、長期預り金が21,000千円減少したことなどによるも

のであります。 

(純資産) 

純資産は、前連結会計年度末と比較して、23,310千円の減少（前連結会計年度末比△12.7％）とな

り、160,021千円となりました。この主な要因は、資本金が166,338千円増加、資本剰余金が625,028千

円減少、利益剰余金が460,429千円増加、その他有価証券評価差額金が20,122千円減少したことなどに

よるものであります。 

（キャッシュ・フローの状況の分析） 

当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前年同四半期

連結会計期間と比較して116,186千円増加し、当第２四半期連結会計期間末は400,735千円（前年同四半

期連結会計期間比40.8％）となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四半期連結会計期間において営業活動の結果減少した資金は77,164千円（前年同四半期連結会

計期間は1,093,257千円減少）となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純損失が126,883千

円、減価償却費が9,491千円、コンサルティング費が19,200千円、前払費用の減少が7,768千円、未払金

及び未払費用の増加が16,080千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) 

当第２四半期連結会計期間において投資活動の結果減少した資金は24,335千円（前年同四半期連結会

計期間は160,128千円増加）となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得に13,397千円支出、

供託金を10,000千円預入したこと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) 

当第２四半期連結会計期間において財務活動の結果増加した資金は136,673千円（前年同四半期連結

会計期間は273,339千円増加）となりました。この主な要因は、新株予約権の行使による株式の発行に

よる収入139,832千円などによるものであります。 

当第２四半期連結累計期間における業績の進捗状況等を勘案し、平成22年８月11日に公表いたしまし

た平成23年３月期の通期の業績予想を修正しております。詳しくは、平成22年11月５日公表の「業績予

想の修正に関するお知らせ」を参照してください。 

(2) 連結財政状態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

クレアホールディングス㈱(1757)平成23年３月期第２四半期決算短信

－3－



 該当事項はありません。 

 該当事項はありません。 

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年

３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20

年３月31日）を適用しております。なお、当第２四半期連結累計期間において資産除去債務の適用によ

り変動した額は軽微であり、営業利益、経常利益、当期純利益がそれぞれ392千円減少しています。  

 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、当四半期連結累計期間においても

233,419千円の営業損失（前年同四半期連結累計期間比△63.4％）及び330,936千円の四半期純損失（前

年同四半期連結累計期間比△78.5％）を計上となりました。また、当四半期連結累計期間の営業キャッ

シュ・フローはマイナス268,908千円（前年同四半期連結累計期間比△79.1％）となりました。 

 これら継続する営業損失、四半期純損失、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、固定費の削減、営業力の強化に取り組んでおりますが、当四半期連結累計期間におい

ても営業損失、四半期純損失、営業キャッシュ・フローのマイナスを改善するには至りませんでした。

 従いまして、当該状況が改善されない限り、事業活動を継続するために必要な資金の調達に関して

は、前連結会計年度に引続き第９回から第18回までの新株予約権の行使による調達に依存することにな

りますが、当社株価の下落や突発的な災害、新株予約権行使の不履行などが発生した場合、事業を継続

するために必要な資金調達が困難になり、債務超過に陥る可能性が潜在しています。 

 事業等のリスクの面に関しては、過去の事象を対象とした訴訟が継続しているため、結審の如何によ

っては多額の資金が流出することになり当社グループの資金繰りに影響を与える可能性が潜在していま

す。 

 当社の株式に関しては、当社が株式会社大阪証券取引所へ過去２回の改善報告書を提出していること

から、有価証券上場規程平成21年12月30日改正付則第２項による「当該規則施行日（平成21年12月30

日）から過去５年以内に改善報告書を１回提出している場合は公表措置を、改善報告書を２回提出して

いる場合は公表措置及び警告措置を講じているものとみなします」に該当し、株式会社大阪証券取引所

から平成19年11月９日に公表措置、平成20年６月９日に警告措置を受けたとみなされています。このみ

なし規定により、当社が公表措置を受けたとみなされた日から起算して５年以内に「適時開示規則第２

章（会社情報の適時開示等）」または「企業行動規範に関する規則第２章（遵守すべき事項）」の規定

に違反して警告措置を受けた場合には、株式会社大阪証券取引所の定める上場廃止基準に抵触すること

になり、当社の株式は上場廃止になる可能性が潜在しています。 

 これらにより当社グループは、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせ

るような事象または状況が存在します。 

 当社グループの経営陣は、当該状況を解消、改善すべく、以下のとおり対応します。 

１.営業損失の解消 

(建設事業) 

・リフォーム・メンテナンス工事 

 リフォーム・メンテナンス工事では、当社グループが建設した数千棟ある戸建て住宅のリフォーム工

事、メンテナンス工事、防虫工事、また自然環境・エネルギー環境問題に対応するための既存設備の電

化工事、太陽光発電システム設置工事等を中心に事業展開を図りつつ、高松に従業員を配置し、空白と

なった地域での営業活動再開を行い業績の向上を図ります。 

・給排水管設備工事 

 給排水管設備工事では、工事期間が短く、または利益率の高い洗浄工事を中心に事業展開を行ったこ

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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とにより、当連結累計期間において売上高が減少となったものの当期利益を計上することが出来まし

た。今後は、営業職へ人員の補強、反響営業の見直し等の広告宣伝活動へ注力し、売上高の向上を図り

ます。 

(不動産事業) 

 不動産事業では、土地・建物の売買について国内・海外において継続して対象案件、パートナー業者

へのアプローチ活動を行い、土地建物売買取引の案件に積極的に関与し、当該事業の全体的な売上高を

向上させることに注力します。 

(投資事業) 

 投資事業では、法人向け金銭消費貸借契約締結による利息、及び有価証券の売買による収入を売上高

として計上しております。今後についても株式市場、経済動向を注視しながら投機を行い、売上高の向

上を図ります。 

(人工島建設事業) 

 人工島建設事業の事業遂行は当第２四半期連結会計期間末までにおいて停滞しており、内部調査委員

会の調査内容を踏まえ引続き慎重に検討しております。事業再開の決断の過程においては、関係各所と

の調整及びそれに伴う当初の計画からの時間経過に伴う経済情勢の変化を踏まえた事業スキーム、収支

計画、技術提携先の見直し等を改めて行う必要があると判断しております。 

２.社会的信頼の回復 

 当社グループでは、前連結会計年度より引続き、さまざまなリスク要因に対応すべくコンプライアン

スを超えた社会正義を標榜して、社内体制を確固たるものにし、社外関係先の皆さまからも見えるよ

う、毅然とした姿勢を示していきます。また、当社を被告とする訴訟の提起につきましては、弁護士・

外部有識者等の協力を得て、調査・解明を徹底して行い、当社の正当性を主張していきます。これらの

行為が当社のコンプライアンス体制をより一層充実させ、社会的信頼の回復を図ることが可能であると

確信しています。 
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3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 400,735 322,315

受取手形及び売掛金 3,476 1,445

完成工事未収入金 20,899 29,402

営業貸付金 17,431 160,850

販売用不動産 0 0

未成工事支出金 4,069 30,926

その他 9,395 41,095

貸倒引当金 △309 △244

流動資産合計 455,698 585,791

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 55,263 38,205

減価償却累計額 △4,186 △2,730

機械及び装置 6,789 6,789

減価償却累計額 △6,789 △6,789

車両運搬具 22,504 14,224

減価償却累計額 △9,134 △6,427

工具器具・備品 21,340 19,399

減価償却累計額 △17,805 △17,071

有形固定資産計 67,982 45,600

無形固定資産

ソフトウエア 849 1,123

その他 11,500 11,500

無形固定資産計 12,349 12,623

投資その他の資産

投資有価証券 － 150,173

長期貸付金 209,967 10,671

破産更生債権等 2,091,299 2,095,176

差入保証金 － 59,521

機械及び装置 50,000 50,000

減価償却累計額 △14,550 △5,212

船舶 19,047 19,047

その他 20,743 6,287

貸倒引当金 △2,042,269 △2,029,675

投資その他の資産計 334,238 355,990

固定資産合計 414,569 414,214

資産合計 870,268 1,000,005
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 29,233 58,607

1年内返済予定の長期借入金 6,926 10,466

訴訟損失引当金 － 63,367

未払金 279,526 233,277

未払法人税等 7,516 11,581

その他 24,916 47,692

流動負債合計 348,117 424,992

固定負債

長期借入金 5,423 8,201

退職給付引当金 2,707 2,193

訴訟損失引当金 291,168 282,442

完成工事補償引当金 40,739 41,999

繰延税金負債 － 13,753

その他 22,090 43,090

固定負債合計 362,128 391,680

負債合計 710,246 816,673

純資産の部

株主資本

資本金 6,463,079 6,296,740

資本剰余金 166,338 791,366

利益剰余金 △6,538,650 △6,999,080

自己株式 △4,742 △4,742

株主資本合計 86,024 84,284

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 － 20,122

評価・換算差額等合計 － 20,122

新株予約権 73,997 78,925

純資産合計 160,021 183,332

負債純資産合計 870,268 1,000,005
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(2) 四半期連結損益計算書

【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 213,090 246,512

売上原価 386,472 161,042

売上総利益又は売上総損失（△） △173,381 85,469

販売費及び一般管理費 ※1 464,595 ※1 318,889

営業損失（△） △637,977 △233,419

営業外収益

受取利息 298 818

受取賃貸料 － 1,714

受取保険金 4,392 －

雑収入 － 1,181

その他 1,235 143

営業外収益合計 5,926 3,858

営業外費用

株式交付費 12,899 －

コミットメント費 83,025 －

コンサルティング費 ※2 193,500 39,600

その他 5,354 12,653

営業外費用合計 294,779 52,253

経常損失（△） △926,829 △281,815

特別利益

貸倒引当金戻入額 237 －

新株予約権戻入益 － 2,251

過年度損益修正益 6,181 －

その他 780 190

特別利益合計 7,198 2,442

特別損失

投資有価証券売却損 － 9,742

貸倒引当金繰入額 1,776 9,953

訴訟損失引当金繰入額 450,822 －

過年度損益修正損 107,788 －

本社移転費用 － 8,904

その他 55,491 16,600

特別損失合計 615,879 45,201

税金等調整前四半期純損失（△） △1,535,510 △324,574

法人税、住民税及び事業税 1,774 1,819

過年度法人税等 － 4,542

法人税等合計 1,774 6,361

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △330,936

四半期純損失（△） △1,537,285 △330,936
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【第２四半期連結会計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 105,335 97,275

売上原価 307,153 65,664

売上総利益又は売上総損失（△） △201,818 31,610

販売費及び一般管理費 ※1 251,023 ※1 134,843

営業損失（△） △452,842 △103,233

営業外収益

受取利息 233 114

受取賃貸料 － 857

雑収入 － 708

その他 589 30

営業外収益合計 822 1,710

営業外費用

株式交付費 4,001 －

コミットメント費 58,138 －

コンサルティング費 ※2 49,500 19,200

その他 334 6,280

営業外費用合計 111,974 25,480

経常損失（△） △563,993 △127,003

特別利益

貸倒引当金戻入額 2 7

新株予約権戻入益 － 705

過年度損益修正益 2,409 －

その他 43 －

特別利益合計 2,455 713

特別損失

拠点閉鎖費用 － 503

貸倒引当金繰入額 1,776 －

訴訟損失引当金繰入額 268,345 －

その他 1,841 90

特別損失合計 271,963 593

税金等調整前四半期純損失（△） △833,502 △126,883

法人税、住民税及び事業税 871 909

過年度法人税等 － 4,542

法人税等合計 871 5,451

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △132,335

四半期純損失（△） △834,373 △132,335
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △1,535,510 △324,574

減価償却費 2,395 16,910

過年度損益修正益 △6,181 △95

過年度損益修正損 107,788 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 231,382 12,658

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,365 514

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） 290,868 8,726

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） － △1,260

株式交付費 12,899 1,603

コンサルティング費 193,500 39,600

訴訟関連損失 － 7,037

移転費用 － 8,904

受取利息及び受取配当金 △298 △874

支払利息 442 254

売上債権の増減額（△は増加） 33,676 6,472

たな卸資産の増減額（△は増加） △40,203 26,857

仕入債務の増減額（△は減少） △52,314 △29,373

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） 5,705 △30,225

貸付けによる支出 △525,000 △207,500

未収入金の増減額（△は増加） － 24,905

未収消費税等の増減額（△は減少） － 3,851

前払費用の増減額（△は増加） － 7,768

長期預り金の増減額（△は減少） － △21,000

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △75,271 25,624

貸付金の回収による収入 319,500 151,622

保証金の差入による支出 △350,008 －

その他 109,393 4,258

小計 △1,280,602 △257,607

利息及び配当金の受取額 298 787

利息の支払額 △442 △248

法人税等の支払額 △5,968 △11,840

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,286,714 △268,908
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年９月30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 △1,025 △29,638

投資有価証券の売却による収入 － 105,427

長期性預金の増減額(△は増加) 100,940 －

差入保証金の差入による支出 △18,760 △986

差入保証金の回収による収入 37,738 －

その他 42,350 △9,952

投資活動によるキャッシュ・フロー 161,244 64,850

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △6,318 △6,318

新株予約権の行使による株式の発行による収入 1,083,600 288,796

自己株式の取得による支出 △0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,077,282 282,478

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △48,187 78,420

現金及び現金同等物の期首残高 332,736 322,315

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額
（△は減少）

－ －

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1 284,549 ※1 400,735
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当第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30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、当四半期連結累計期間においても

233,419千円の営業損失（前年同四半期連結累計期間比△63.4％）及び330,936千円の四半期純損失（前

年同四半期連結累計期間比△78.5％）を計上となりました。また、当四半期連結累計期間の営業キャッ

シュ・フローはマイナス268,908千円（前年同四半期連結累計期間比△79.1％）となりました。 

 これら継続する営業損失、四半期純損失、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、固定費の削減、営業力の強化に取り組んでおりますが、当四半期連結累計期間におい

ても営業損失、四半期純損失、営業キャッシュ・フローのマイナスを改善には至りませんでした。 

 従いまして、当該状況が改善されない限り、事業活動を継続するために必要な資金の調達に関して

は、前連結会計年度に引続き第９回から第18回までの新株予約権の行使による調達に依存することにな

りますが、当社株価の下落や突発的な災害、新株予約権行使の不履行などが発生した場合、事業を継続

するために必要な資金調達が困難になり、債務超過に陥る可能性が潜在しています。 

 事業等のリスクの面に関しては、過去の事象を対象とした訴訟が継続しているため、結審の如何によ

っては多額の資金が流出することになり当社グループの資金繰りに影響を与える可能性が潜在していま

す。 

 当社の株式に関しては、当社が株式会社大阪証券取引所へ過去２回の改善報告書を提出していること

から、有価証券上場規程平成21年12月30日改正付則第２項による「当該規則施行日（平成21年12月30

日）から過去５年以内に改善報告書を１回提出している場合は公表措置を、改善報告書を２回提出して

いる場合は公表措置及び警告措置を講じているものとみなします」に該当し、株式会社大阪証券取引所

から平成19年11月９日に公表措置、平成20年６月９日に警告措置を受けたとみなされています。このみ

なし規定により、当社が公表措置を受けたとみなされた日から起算して５年以内に「適時開示規則第２

章（会社情報の適時開示等）」または「企業行動規範に関する規則第２章（遵守すべき事項）」の規定

に違反して警告措置を受けた場合には、株式会社大阪証券取引所の定める上場廃止基準に抵触すること

になり、当社の株式は上場廃止になる可能性が潜在しています。 

 これらにより当社グループは、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせ

るような事象または状況が存在します。 

 当社グループの経営陣は、当該状況を解消、改善すべく、以下のとおり対応します。 

１.営業損失の解消 

当社グループの経営陣は、各セグメントの業績を向上させることにより営業損失の解消を進めて参り

ます。 

(建設事業) 

・リフォーム・メンテナンス工事 

リフォーム・メンテナンス工事では、当社グループが建設した数千棟ある戸建て住宅のリフォーム工

事、メンテナンス工事、防虫工事、また自然環境・エネルギー環境問題に対応するための既存設備の電

化工事、太陽光発電システム設置工事等を中心に事業展開を図りつつ、高松に従業員を配置し、空白と

なった地域での営業活動再開を行い業績の向上を図ります。 

・給排水管設備工事 

給排水管設備工事では、工事期間が短く、または利益率の高い洗浄工事を中心に事業展開を行ったこ

とにより、当連結累計期間において売上高が減少となったものの当期利益を計上することが出来まし

た。今後は、営業職へ人員の補強、反響営業の見直し等の広告宣伝活動へ注力し、売上高の向上を図り

ます。 

(不動産事業) 

不動産事業では、土地・建物の売買について国内・海外において継続して対象案件、パートナー業者

へのアプローチ活動を行い、土地建物売買取引の案件に積極的に関与し、当該事業の全体的な売上高を

向上させることに注力します。 

(4) 継続企業の前提に関する注記
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(投資事業) 

投資事業では、法人向け金銭消費貸借契約締結による利息、及び有価証券の売買による収入を売上高

として計上しております。今後についても株式市場、経済動向を注視しながら投機を行い、売上高の向

上を図ります。 

(人工島建設事業) 

人工島建設事業の事業遂行は当第２四半期連結会計期間末までにおいて停滞しており、内部調査委員

会の調査内容を踏まえ引続き慎重に検討しております。事業再開の決断の過程においては、関係各所と

の調整及びそれに伴う当初の計画からの時間経過に伴う経済情勢の変化を踏まえた事業スキーム、収支

計画、技術提携先の見直し等を改めて行う必要があると判断しております。 

２.社会的信頼の回復 

当社グループでは、前連結会計年度より引続き、さまざまなリスク要因に対応すべくコンプライアン

スを超えた社会正義を標榜して、社内体制を確固たるものにし、社外関係先の皆さまからも見えるよ

う、毅然とした姿勢を示していきます。また、当社を被告とする訴訟の提起につきましては、弁護士・

外部有識者等の協力を得て、調査・解明を徹底して行い、当社の正当性を主張していきます。これらの

行為が当社のコンプライアンス体制をより一層充実させ、社会的信頼の回復を図ることが可能であると

確信しています。 

しかし、これらの対応策は関係者との交渉を進めている途上であること、また、業績の回復は景気、

市場動向に大きく左右されること、全ての計画が必ずしも実現する訳ではないことにより、現時点では

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。 
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前第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日) 

 
(注)１．事業区分の方法 

 事業は、各事業内容の類似性を考慮して区分しております。  

  ２．各区分に属する主要な事業内容 

 
  ３．完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関

する会計基準(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会

計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に

着手した工事契約から当第２四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事に

ついては工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用

しております。なお、当第２四半期連結会計期間においては工事進行基準を適用した工事契約はありません。 

前第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日) 

 
(注)１．事業区分の方法 

 事業は、各事業内容の類似性を考慮して区分しております。  

  ２．各区分に属する主要な事業内容 

 
  ３．完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関

する会計基準(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会

計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に

着手した工事契約から当第２四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事に

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

建設事業 
(千円)

不動産事業
(千円)

投資事業 
(千円)

人工島建設 
事業 
(千円)

計 
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結 
(千円)

売上高

(1)外部顧客に対 
   する売上高

101,134 ― 4,200 ― 105,335 ― 105,335

(2)セグメント間 
  の内部売上高 
  又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 101,134 ― 4,200 ― 105,335 ― 105,335

営業利益又は営業
損失(△)

△31,752 △7,843 △226,255 △51,608 △317,459 △135,382 △452,842

事業区分 事業内容

建設事業 建築工事および土木工事の請負、給排水管工事

不動産事業 不動産特定共同事業、不動産の賃貸、管理、売買

投資事業 投資事業

人工島建設事業 ロシア連邦における人工島建設プロジェクト

 
建設事業 
(千円)

不動産事業
(千円)

投資事業 
(千円)

人工島建設事
業 

(千円)

計 
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結 
(千円)

売上高

(1)外部顧客に対 
   する売上高

208,801 ― 4,288 ― 213,090 ― 213,090

(2)セグメント間 
  の内部売上高 
  又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 208,801 ― 4,288 ― 213,090 ― 213,090

営業利益又は営業
損失(△)

△62,792 △8,449 △226,277 △71,845 △369,365 △268,611 △637,977

事業区分 事業内容

建設事業 建築工事および土木工事の請負、給排水管工事

不動産事業 不動産特定共同事業、不動産の賃貸、管理、売買

投資事業 投資事業

人工島建設事業 ロシア連邦における人工島建設プロジェクト
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ついては工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用してお

ります。なお、当第２四半期連結会計期間においては工事進行基準を適用した工事契約はありません。 

 【所在地別セグメント情報】 

 前第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)及び前第２四半期連結累

計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日) 

在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

 【海外売上高】 

 前第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)及び前第２四半期連結累

計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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(追加情報) 

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平

成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適  用指

針第20号  平成20年３月21日)を適用しております。 

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」、ロシア連邦ソチ市におい

て人工島建設を行うための「人工島建設事業」から構成され、当該４つを報告セグメントとしておりま

す。 

「建設事業」は戸建て住宅を対象としたリフォーム・メンテナンス工事および集合住宅を対象にした

給排水管設備工事等、「不動産事業」は不動産の売買等、「投資事業」は貸金業、及び株式投資等を行

っております。 

２  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 

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

 
当第２四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日) 

【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 241,707 ― 4,805 ― 246,512

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

5,057 ― ― ― 5,057

計 246,764 ― 4,805 ― 251,570

セグメント利益又は損失(△) △4,846 △4,636 △8,152 △3,738 △21,373

(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 93,212 ― 4,063 ― 97,275

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

2,255 ― ― ― 2,255

計 95,467 ― 4,063 ― 99,530

セグメント利益又は損失(△) △19,316 △1,569 △716 △489 △22,091
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３  報告セグメントの利益また損失(△)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) 

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

 
(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。 

当第２四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日) 

 
(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。 

４  報告セグメントの変更等に関する事項 

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

 該当事項はありません。 

５  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 

当第２四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日) 

 該当事項はありません。 

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 △21,373

セグメント間取引消去 △3,634

全社費用(注) △208,411

四半期連結損益計算書の営業損失(△) △233,419

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 △22,091

セグメント間取引消去 △1,544

全社費用(注) △79,596

四半期連結損益計算書の営業損失(△) △103,233
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当社は、第９回新株予約権の行使に伴い、平成22年５月20日に100,000千円、平成22年６月１日に

70,000千円、第15回の新株予約権の行使に伴い、平成22年７月８日に60,000千円、平成22年９月17日に

100,000千円の合計330,000千円の資金調達を行いました。この結果、資本金及び資本準備金がそれぞれ

166,338千円増加し、当第２四半期連結会計期間末において資本金が6,463,079千円、資本準備金が

166,338千円となっております。 

重要な訴訟事件等 

① 当社は、平成21年10月27日に東京地方裁判所民事第８部より訴状及び口頭弁論期日呼出書および答弁

書催告状が送達されました。その内容は、当社を債務者、原告を債権者とする平成19年11月30日付支払

延期合意書に基づき、当社が未払金175,000千円及びこれに対する消費税等相当額の委託報酬支払債務

を負っていること、当該債務に対し当社連結子会社であるMILLENNIUM INVESTMENT㈱が連帯保証してい

ること、対象となっている債務の支払が現状不履行であることが記述されております。 

また、これら債務が不履行の場合の担保としてMILLENNIUM INVESTMENT㈱の全株式を担保に差し入れ

る記述があり、その結果、債務の支払について督促をしているのがMILLENNIUM INVESTMENT㈱の株主が

原告であることの確認を請求しているものであります。 

当社は、財務諸表上では、当該合意書と証する書面を保有していないこと、また、合意書に記載され

た委託業務の成果を確認出来ないこと、また、当社の取締役会議事録に上記子会社の全株式の担保差し

入れについての議事および承認の記載がないことから当該債務の認識をいたしておりません。 

当社といたしましては、本件支払延期合意書が真正に作成された文書ではないことを主張し、これを

合意書の作成経緯、作成者、捺印された社印の不真正等から立証してまいります。 

尚、今後の状況を勘案し、顕在化する可能性のある債務について当第２四半期連結会計期間末におい

て291,168千円の引当を計上しております。 

② 当社は、平成22年７月13日、当社の元代表取締役に対して、東京地方裁判所民事第８部に訴訟を提起

いたしました。なお、本件訴訟の提起については、会社法第386条第１項の規定により監査役が当社を

代表することとなるため、平成22年７月13日開催の当社監査役会において決議を経ております。 

１．訴訟を提起した裁判所および年月日  

東京地方裁判所民事第８部 平成22年７月13日 

２．訴訟を提起した相手 

（ア）被告 

当社元代表取締役 菊地 一 

（イ）当社および当社子会社における被告の在任期間 

当社代表取締役在任期間：平成17年11月25日～平成19年２月15日 

当社子会社の代表取締役在任期間：平成17年12月22日～平成18年12月27日 

３．訴訟の内容および損害賠償請求金額 

（ア）訴訟の内容 

当社は平成21年９月９日開催の取締役会において、当社の抱える係争案件及び不良資産化している債

権の発生経緯及び実態を調査することを目的として、内部調査委員会を発足し調査を進めてまいりまし

たが、平成22年４月末日付けで当社取締役会に対し、その調査報告が取締役会に提出されました。 

当該調査報告を受け、当社は、当社及び当社子会社元代表取締役である被告が、在任期間中に取締役

の善管注意義務に違反し、独自の判断で行った多額の借財により当社がその返済を余儀なくされたこ

と、又、同時期に十分な審査を怠り投融資を行った結果、当社が多額の不良資産を抱えたことで被告が

当社及び当社子会社に対し、甚大な損害を与えたと判断し、本件訴訟の提起に至ったものであります。

（イ）訴訟の内容 損害賠償請求金額  113,355千円 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(7) その他
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