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平成１８年８月期    個別中間財務諸表の概要      平成18年４月27日 

会 社 名  株式会社ペイントハウス         上場取引所 JASDAQ 

コ ード番 号  １７３１                本社所在都道府県  東京都 

（ＵＲＬ http://www. paint-house.co.jp） 
代  表  者 役  職  名  代表取締役社長 

氏    名  田子 和則 

問い合わせ先  責任者役職名  取締役 

        氏    名  田口 幸光    ＴＥＬ（０４２）３１０－２２５０ 

決算取締役会開催日  平成18年４月27日      中間配当制度の有無  ○有 ・ 無 

中間配当支払開始日  平成－年－月－日     単元株制度採用の有無 有(１単元 ― 株)・○無 
 
１．１８年２月中間期の業績（平成17年９月１日～平成18年２月28日） 

(1) 経営成績                                （単位：百万円未満切捨て） 

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 

１８年２月中間期 

１７年２月中間期 

百万円   ％

1,692（△71.2）

5,867（△37.8）

百万円   ％

△1,378（ － ）

△1,554（ － ）

百万円   ％

△1,596（ － ）

△1,650（ － ）

１７年８月期 8,634（△49.2） △3,311（ － ） △3,602（ － ）
 

 
中 間 (当 期) 純 利 益 

１株当たり中間 

(当期)純利益 

 

１８年２月中間期 

１７年２月中間期 

百万円   ％

△2,826（ － ）

△3,632（ － ）

円  銭

△1,478.35  

△20,202.89  

１７年８月期 3,245（  － ） 10,370.70  

(注)①期中平均株式数  18年２月中間期 1,912,046株  17年２月中間期 179,803株  17年８月期 312,963株 
  ②会計処理の方法の変更   ○有 ・ 無 
  ③売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
 
(2) 配当状況 

 
１株当たり 

中間配当金 

１株当たり 

年間配当金 
 

 

１８年２月中間期 

１７年２月中間期 

円 銭

0.00  

0.00  

円 銭

―――― 

―――― 

 

１７年８月期 ―――     0.00  
 
(3) 財政状態 

 総 資 産 株 主 資 本 株主資本比率 1株当たり株主資本

 

１８年２月中間期 

１７年２月中間期 

百万円 

13,389 

18,761 

百万円

582

△5,546

％ 

4.4 

△29.6 

円  銭

  284.35  

 △30,850.14  

１７年８月期 15,066 2,874 19.1 1,854.39  

(注) ①期末発行済株式数 18年２月中間期 2,050,168株 17年２月中間期 179,803株 17年８月期 1,550,168株 
②期末自己株式数  18年２月中間期     3,957株 17年２月中間期   3,957株 17年８月期     3,957株 
 

２．１８年８月期の業績予想（平成17年９月１日～平成18年８月31日） 

１株当たり年間配当金 
 売 上 高 経常利益 当期純利益 

期 末  

 

通  期 

百万円 

4,010    

百万円

△2,700   

百万円

△3,996   

円 銭 

0.00  

円 銭

0.00 
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） △1,949円27銭 
なお、上記の予想は本資料の発表時現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因

に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異な

る結果となる可能性があります。 

 



（単位：千円）

構成比 構成比 構成比

％ ％ ％

1 現金預金 ※2 264,643 113,772 189,711

2 完成工事未収入金等 ※2 240,452 91,012 87,856

3 未成工事支出金 341,391 113,501 126,626

4 その他たな卸資産 ※2 409,811 206,321 256,707

5 未収入金 263,983 － －

6 その他 ※4 95,641 138,644 201,254

貸倒引当金 △770 △143 △195

1,615,153 8.6 663,108 5.0 861,961 5.7

1 有形固定資産

(1)建物 ※1.2.5.7 8,495,786 6,747,708 7,365,522

(2)土地 ※2.5.7 6,629,201 4,667,902 5,393,989

(3)その他 ※1.2.5.7 1,041,015 537,626 555,129

有形固定資産合計 16,166,004 86.2 11,953,236 89.3 13,314,640 88.4

2 無形固定資産 388,642 2.1 393,398 2.9 409,759 2.7

3 投資その他の資産

(1)投資有価証券 5,000 － 0

(2)関係会社株式 130,906 117,233 126,733

(3)関係会社長期貸付金 78,000 78,000 78,000

(4)その他 ※6 523,298 433,752 430,550

貸倒引当金 △145,529 △248,925 △155,423

投資その他の資産合計 591,675 3.1 380,060 2.8 479,860 3.2

17,146,322 91.4 12,726,695 95.0 14,204,260 94.3

18,761,475 100.0 13,389,804 100.0 15,066,221 100.0

金額 金額

６．中間財務諸表等

（１）中間貸借対照表

前事業年度の

平成17年8月31日現在

固定資産合計

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

Ⅱ　固定資産

流動資産合計

資産合計

期　別

科　目 金額

要約貸借対照表
前中間会計期間末

平成17年2月28日現在

当中間会計期間末

平成18年2月28日現在

－2－



（単位：千円） 

構成比 構成比 構成比

％ ％ ％

1 工事未払金等 ※2 634,290 188,138 234,171

2 短期借入金 ※2 1,172,823 4,080,640 1,596,919

3 未払金 ※2 － 875,827 2,100,839

4 未払法人税等 7,764 60,266 72,772

5 未成工事受入金 447,941 129,923 148,049

6 賞与引当金 20,425 11,695 14,955

7 完成工事補償引当金 58,350 62,442 76,451

8 その他 ※2.4 1,405,824 1,088,872 1,044,668

3,747,420 20.0 6,497,807 48.5 5,288,827 35.1

1 社債 1,300,000 1,100,000 1,200,000

2 転換社債 13,000,000 － －

3 長期借入金 ※2 4,570,947 3,750,093 4,146,851

4 退職給付引当金 80,775 58,664 64,694

5 債務保証損失引当金 526,680 520,624 523,100

6 長期未払金 ※2 1,068,280 879,656 968,124

7 その他 14,320 － －

20,561,003 109.6 6,309,038 47.1 6,902,770 45.8

24,308,424 129.6 12,806,845 95.6 12,191,598 80.9

781,400 4.1 1,820,594 13.6 1,553,094 10.3

1 資本準備金 96,025 1,135,219 867,719

2 その他資本剰余金 750,000 750,000 750,000

資本剰余金合計 846,025 4.5 1,885,219 14.1 1,617,719 10.8

1 利益準備金 99,700 99,700 99,700

2 7,082,207 3,030,688 204,023

利益剰余金合計 △6,982,507 △37.2 △2,930,988 △21.9 △104,323 △0.7

△191,866 △1.0 △191,866 △1.4 △191,866 △1.3

△5,546,948 △29.6 582,958 4.4 2,874,623 19.1

18,761,475 100.0 13,389,804 100.0 15,066,221 100.0負債及び資本合計

資本合計

Ⅱ 資本剰余金

Ⅲ 利益剰余金

Ⅳ 自己株式

中間（当期）未処理損失

固定負債合計

負債合計

(資本の部)

Ⅰ 資本金

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

流動負債合計

Ⅱ 固定負債

科　目

前事業年度の

平成17年8月31日現在

金額 金額 金額

期　別 前中間会計期間末

平成17年2月28日現在

当中間会計期間末

平成18年2月28日現在
要約貸借対照表
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（２）中間損益計算書

（単位：千円）

比率 比率 比率

％ ％ ％

1  完成工事高 4,069,455 1,566,042 6,711,280

2  不動産事業売上高 464,295 54,856 488,434

3  製品等売上高 1,024,322 5,442 1,030,607

4  その他売上高 309,694 5,867,766 100.0 66,284 1,692,625 100.0 403,989 8,634,311 100.0

1  完成工事原価 ※5 3,123,679 1,114,428 5,093,707

2  不動産事業売上原価 562,139 63,900 600,044

3  製品等売上原価 ※5 1,016,408 4,595 1,018,482

4  その他売上原価 ※5 15,787 4,718,014 80.4 5,948 1,188,871 70.2 32,172 6,744,407 78.1

1  完成工事売上総利益 945,775 451,614 1,617,573

2  不動産事業売上総利益 △97,843 △9,044 △111,610

3  製品等売上総利益 7,914 847 12,124

4  その他売上総利益 293,906 1,149,752 19.6 60,335 503,753 29.8 371,816 1,889,903 21.9

※5 2,704,459 46.1 1,882,554 111.2 5,200,911 60.2

1,554,706 △26.5 1,378,800 △81.4 3,311,007 △38.3

※1 81,063 1.4 9,225 0.5 106,096 1.2

※2.5 177,148 3.0 227,240 13.4 397,285 4.6

1,650,790 △28.1 1,596,816 △94.3 3,602,196 △41.7

※3 958,066 16.3 37,143 2.2 12,817,011 148.4

※4.6 2,933,742 50.0 1,260,701 74.5 5,956,263 69.0

△3,626,466 △61.8 △2,820,373 ###### 3,258,551 37.7

法人税、住民税及び事業税 6,073 6,291 12,907

法人税等調整額 － 6,073 0.1 － 6,291 0.4 － 12,907 0.1

△3,632,539 △61.9 △2,826,664 ###### 3,245,644 37.6

前期繰越損失 3,449,667 204,023 3,449,667

中間（当期)未処理損失 7,082,207 3,030,688 204,023

Ⅶ 特別損失

Ⅵ 特別利益

科　目

期　別

Ⅳ 営業外収益

Ⅴ 営業外費用

　　経常損失

　　売上総利益

Ⅲ 販売費及び一般管理費

　　営業損失

Ⅰ 売上高

Ⅱ 売上原価

至　平成17年 8月31日

金　　　額

前中間会計期間 当中間会計期間
要約損益計算書

自　平成16年 9月 1日
至　平成17年 2月28日

自　平成17年 9月 1日
至　平成18年 2月28日

前事業年度の

自　平成16年 9月 1日

税引前中間（当期）純利益（△損失）

中間（当期）純利益（△損失）

金　　　額 金　　　額
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-  - ５

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前中間会計期間 
自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日 

当中間会計期間 
自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日 

前事業年度 
自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日 

継続企業の前提に関する注記 
当社は売上高 5,867,766 千円（前中間会計期間

は 9,426,539 千円）となり、継続して営業損失
1,554,706 千円(前中間会計期間は 2,193,196 千
円)および中間純損失3,632,539 千円(前中間会計
期間は 1,640,174 千円)を計上した結果、当中間
会計期間末において、5,546,948 千円の債務超過
となっております。また、営業キャッシュ・フロ
ーも継続して支出超過となり、現金預金の期末残
高も大幅に減少しております。 

このような状況に至った経緯といたしまして、 
①前事業年度から引き続き実施している訪問販
売方式から『ペンタくん』を中心とした有店舗
販売システムへの移行において、多摩センター
店は初のリフォーム大型店舗である事から営
業・施工体制を安定させるのに時間がかかり、
又当社の従来からの得意分野である外壁リフ
ォーム事業においても、訪問販売方式からの脱
却、賃金体系の変更等従来の課題を改善してま
いりましたが、抜本的な販売システムの変更過
程であることもあり定着化が遅れ、また変更部
分においても修正を余儀なくされ、結果として
売上高が減少し、継続して営業損失が計上され
ました。 

②営業キャッシュ・フローにつきましては、前述
の営業損失によるものであります。 
当該状況により、継続企業の前提に関する重要

な疑義が存在しています。（「継続企業の前提に関
する開示について（日本公認会計士協会監査委員
会報告第 74 号）」参照） 
上記のとおり、大きな赤字ながら当社が存続し

えた理由としては、以下のとおりであります。 
①一部の債務を約定どおり返済を行っていない。 
②一部の事業関係者より資金援助を受けている。 

このような状況を解消すべく、当社は前事業年
度から「販売体制の構築」「収益構造の改善」「組
織改革」を基本方針とし、実施しております。 
当該計画の具体的な内容は以下のとおりであ

ります。 
１）販売体制の構築 
①外壁塗装・屋根事業を含めた総合リフォーム事

業の営業体制の強化。 
②リフォーム業界初の大型デパート『ペンタく

ん』を活かし、店舗販売と外商販売の融合によ
る販売力強化 と組織体制の見直し。 

③『ペンタくん』を活かし、その商圏を木目細か
く網羅する営業拠点の展開。 

④営業人員については通年採用や新規卒業者採
用により補い、『ペンタくん』サテライト店・
外商部に人材を投下することおよび給与シス
テムの更なる改善により人材を定着させるこ
とで業績向上を図っておりましたが、固定費軽
減のため採用を最小限で抑え配置換え等の組
織改編で対応いたしました。 

⑤新しい利益の創造手段として、リフォーム専業
の優位性を活かし、中古住宅を購入しそれをリ
フォームし販売する住宅再生事業の強化を図
ってまいりましたが、事業の再構築化の見直し
により、事業の縮小をしております。 

２）工事原価の低減 
当社の主力を成す塗装工事およびリフォー
ム工事の効率化を行い、粗利率の向上を目指
す。 

３）施工体制の強化 
受注から施工完了までの期間の短縮に努め、
顧客のニーズに応えることのできる施工管
理体制の強化に取組む。 

４）子会社の利益体質の確立 
新築事業を担う株式会社ホーメストの利益
確保の施策として、現状の売上高に見合った
事業規模にするなど組織改編を断行してま
いります。 

５）営業キャッシュ･フローの改善 
営業キャッシュ･フローについては、上記１）
～４）の目標を達成することにより改善でき
る見込であります。その他に、最重要施策と
して、自己資本充実策の早期実現に向けた折
衝を展開中であります。以上により、キャッ
シュ･フロー全体の改善を図ります。 

当社は、上記の諸策が計画どおり進展しない場
合には、当社の経営に重要な影響を与える可能性
がありますので、上記計画を確実に達成するよう
役員・社員一丸となって努力しております。 

当中間会計期間の財務諸表は、継続企業を前提
として作成されており、このような重要な疑義の
影響を当財務諸表には反映しておりません。 

 
 

継続企業の前提に関する注記 
当社は売上高 1,692,625 千円（前中間会計期間

は 5,867,766 千円）となり、継続して営業損失
1,378,800 千円(前中間会計期間は 1,554,706 千
円)および中間純損失2,826,664 千円(前中間会計
期間は 3,632,539 千円)を計上しております。ま
た、営業キャッシュ・フローも継続して支出超過
となり、現金預金の期末残高も大幅に減少してお
ります。 

このような状況に至った経緯といたしまして、
①上場廃止懸念による信用力の低下等により、受

注高が減少し、売上高及び収益の悪化。 
②訪問販売による塗装部門の立直しを図るべく

施策を実施いたしましたが、信用力の低下なら
びに、それに伴う営業人員の確保が計画通りで
きなかったことから、塗装工事売上高が低迷
し、収益も悪化。 

③トータルリフォーム事業における内装リフォ
ーム部門について、競合他社との競争が激化し
ていることによる売上高、利益率の低下。 

④引き続き過大な設備維持コスト、金利負担等に

よる収益の圧迫。 
当該状況により、継続企業の前提に関する重要

な疑義が存在しています。（「継続企業の前提に関
する開示について（日本公認会計士協会監査委員
会報告第 74 号）」参照） 

このような状況を解消すべく、当社は他社との
協業による塗装工事の収益回復、更なる経費の見
直しによる固定経費の削減、多摩センター店の有
効活用等、営業部門への人員シフト、他企業との
提携、旧本社及び工場の売却等を柱に事業の改善
を図ります。 

当該計画の具体的な内容は以下のとおりであ
ります。 
①訪問販売方式による塗装工事の売上が復活出

来るよう特約代理店を生かした営業を展開い
たします。 
平成 15 年 8月期 月間 12 億円、平成 16 年 8 月
期 月間 3 億円、平成 17 年 8 月期 月間 2 億円
と推移しておりますが、今後早期に第一ステッ
プ 月間 3 億円、第二ステップとして月間 5 億
円体制に復活するようにいたします。その為
に、人材派遣の活用及び特約代理店での営業人
員採用の支援等による営業人員の確保を行い
ます。また、住まいの診断を行って納得をいた
だいてから受注を行うという新しいスタイル
の確立等を図ってまいります。 

②多摩センター店の有効活用 
 引き続き運営体制の見直し、人員の効率的配

置、全ての経費の見直しを行ってまいります。
また、一部外部への賃貸、第三者へ譲渡後、一
部分の賃借を受ける等を含めた効果的な対策
の実施を検討してまいります。 

③リフォームの受注規模に応じた施行体制の構
築及びパッケージ化による安定した収益の確
保ならびに収益率の向上を図ります。 

④安定的な受注確保、信用力の補完等の観点から
不動産会社及び他企業との提携を積極的に進
めてまいります。 

⑤旧本社及び工場の売却 
旧本社及び稼動率が悪い工場の譲渡を行い債
務の圧縮を図る予定です。時期、譲渡金額等詳
細は未定です。 

⑥アスベスト対策リフォームを積極的に推進し
てまいります。 

⑦資本増強 

  現在当社株式に関しましては上場廃止懸念が
ありますが、当社といたしましては、早急にか
かる状況の解決を図り、必要な自己資本の確保
のため関係各位からの支援が受けられるよう
交渉してまいります。 
当社は、上記計画を確実に達成するよう役員・

社員一丸となって努力しております。当中間財務
諸表は、継続企業を前提として作成されており、
このような重要な疑義の影響を当中間財務諸表
には反映しておりません。また、現在、当社株式
はジャスダック証券取引所の監理ポストに割当
てられております。 

継続企業の前提に関する注記 
当 社 は 、 売 上 高 8,634,311 千 円 （ 前 期 は

17,000,294千円）となり、営業損失3,311,007千
円(前期は3,758,763千円)および当期純利益
3,245,644千円（前期は当期純損失4,008,217千
円）を計上しております。また、営業キャッシュ・
フローも継続して支出超過となり、現金預金の期
末残高も大幅に減少しております。 

このような状況に至った経緯といたしまして、
①黒字部門であったトータルリフォームの中で
の塗装事業を縮小した事による収益の減少。 

②訪問販売方式から『ペンタくん』を中心とした
有店舗訪問販売システムへの移行において、多
摩センター店は初のリフォーム大型店舗であ
ることから営業・施工体制を安定させるのに時
間がかかり、定着化が遅れ、内装リフォーム売
上が未達成となったことによる収益の悪化。 

③業績不振、債務超過等の財務体質の弱体化によ
り信用力が低下し、受注高が減少したことによ
る売上高及び収益の悪化。 

④有利子負債の増大に伴う、財務キャッシュ・フ
ローの悪化、及び過大な金利負担による収益の
悪化。 
当該状況により、継続企業の前提に関する重要

な疑義が存在しています。（「継続企業の前提に
関する開示について（日本公認会計士協会監査委
員会報告第74号）」参照） 
このような状況を解消すべく、当社は有店舗訪

問販売（塗装事業）の復活、不採算店舗等の閉鎖
実施による固定経費の削減、多摩センター店の有
効活用等、営業部門への人員シフト、他企業との
提携、本社及び工場の売却、資本増強等を柱に事
業の改善を図ります。合わせて、再度全社、全部
門の見直しを行ない改善を図ります。 
当該計画の具体的な内容は以下のとおりであ

ります。 
①有店舗訪問販売（塗装事業）の売上が復活出来
るよう資源を集中します。 
平成15年8月期 月間12億円、平成16年8月期 月
間3億円、平成17年8月期 月間2億円を早期に第
一ステップ 月間3億円、第二ステップとして月
間5億円体制に復活するようにいたします。そ
の為に、塗装事業本部の設置、一時期塗装を得
意としている社員を一般リフォームに投入し
ていたものを塗装事業への復帰、一般リフォー
ム社員の塗装事業へのシフト、訪問販売拠点の
新規開設、住まいの診断を行って納得をいただ
いてから受注を行うという新しいスタイルの
確立等を図ってまいります。 

②不採算店舗等の閉鎖の実施 
大阪ＡＴＣ店及び平塚店の閉鎖ならびに本社
部門移転等に伴う固定経費の削減を見込んで
おります。 

③多摩センター店の有効活用 
運営体制の見直し、人員の効率的配置、全ての
経費の見直し、一部外部への賃貸、第三者へ売
却を行い一部分の賃借を受ける等を含めた効
果的な対策の実施を検討いたしております。 

④リフォームのパッケージ化による安定した収
益の確保 
リフォームのパッケージ化により安定した収
益の確保、ならびに収益率の向上を図ります。

⑤営業部門への人員シフト 
非営業部門から営業部門へのシフトをスムー
ズに行うため、営業研修３か月コースの導入を
平成17年4月より実施しております。 

⑥他企業との提携 
安定的に受注確保、来店顧客からの受注、信用
力の補完等の観点から他企業との提携を積極
的に進めてまいります。 

⑦本社及び工場の売却 
本社機能の多摩センターへのシフトに伴い、不
要となった本社及び稼動率が悪い工場の売却
も視野に入れ債務の圧縮を図る予定です。な
お、現在売却を図るべく交渉中ですが売却額は
未定です。 

⑧資本増強 
第三者割当て増資等を行い資本の増強を図る
予定です。また、自己資本の変化に伴い、支援
ファンドからの支援により、必要な資本の増強
を図ってまいります。 
当社は、上記計画を確実に達成するよう役員・

社員一丸となって努力しております。計算書類
は、継続企業を前提として作成されており、この
ような重要な疑義の影響を計算書類には反映し
ておりません。また、現在、当社株式はジャスダ
ック証券取引所の監理ポストに割当てられてお
ります。 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日 

当中間会計期間 
自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日 

前事業年度 
自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日 

(1)有価証券 (1)有価証券 (1)有価証券 

①その他有価証券 ①その他有価証券 ①その他有価証券 
時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 
中間期末日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は、全部資本直入法に

より処理し、売却原価は、

移動平均法により算定し

ております。） 

同左 決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は、

全部資本直入法により処

理し、売却原価は、移動

平均法により算定してお

ります。） 
時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

移動平均法による原価法 同左 同左 
②子会社および関連会社株

式 
②子会社および関連会社株

式 
②子会社および関連会社株

式 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

移動平均法による原価法 同左 同左 
 (2)たな卸資産 (2)たな卸資産 (2)たな卸資産 

 ①未成工事支出金・仕掛不動

産 

①未成工事支出金・仕掛不動

産 

①未成工事支出金・仕掛不動

産 

 個別法による原価法 同左 同左 

 ②商品・製品・原材料 ②商品・製品・原材料 ②商品・製品・原材料 

 総平均法による原価法 同左 同左 

 ③貯蔵品 ③貯蔵品 ③貯蔵品 

 最終仕入原価法 同左 同左 

 ④販売用不動産 ④販売用不動産 ④販売用不動産 

 個別法による原価法 同左 同左 

(1)有形固定資産 (1)有形固定資産 (1)有形固定資産 
定率法によっております。

ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物(建物

附属設備を除く)について

は、定額法によっておりま

す。なお、主な耐用年数は

次のとおりであります。 

建物 3～65 年

その他有形固定資産 

構築物 7～45 年

機械装置 2～17 年

車両運搬具 5 年

工具器具備品 2～20 年
 

定率法によっております。

ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物(建物

附属設備を除く)について

は、定額法によっておりま

す。なお、主な耐用年数は

次のとおりであります。 

建物 3～65 年

その他有形固定資産 

構築物 7～45 年

機械装置 2～17 年

工具器具備品 2～20 年
 

定率法によっております。

ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物(建物

附属設備を除く)について

は、定額法によっておりま

す。なお、主な耐用年数は

次のとおりであります。 

建物 3～65 年

その他有形固定資産 

構築物 7～45 年

機械装置 2～17 年

車両運搬具 5 年

工具器具備品 2～20 年 
(2)無形固定資産 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

営業権については、商法施

行規則の最長期間(5 年)に

よる定額法によっておりま

す。ソフトウェア(自社利用

分)については、社内におけ

る見込利用可能期間(5 年)

による定額法によっており

ます。 

(3)長期前払費用 

均等償却によっておりま

す。 

ソフトウェア(自社利用分)

については、社内における

見込利用可能期間(5 年)に

よる定額法によっておりま

す。 

 

 

 

(3)長期前払費用 

同左 

営業権については、商法施

行規則の最長期間(5 年)に

よる定額法によっておりま

す。ソフトウェア(自社利用

分)については、社内におけ

る見込利用可能期間(5 年)

による定額法によっており

ます。 

(3)長期前払費用 

同左 

３ 繰延資産の処理方

法 
(1)新株発行費 

― 
(1)新株発行費 

  新株発行費は、支出時の費

用として処理しておりま

す。 

(1)新株発行費 

同左 
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項目 
前中間会計期間 

自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日 

当中間会計期間 
自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日 

前事業年度 
自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日 

(1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 ４ 引当金の計上基準 
 債権の貸倒に備えるため、

一般債権については、貸倒

実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権について

は、個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計

上しております。 

同左 同左 

 (2)投資損失引当金 (2)投資損失引当金 (2)投資損失引当金 
 関係会社への投資等に係わ

る損失に備えるため、各会

社の財政状態等を勘案し

て、会社所定の基準により

損失見込額を計上しており

ます。 

同左 同左 

 (3)賞与引当金 (3)賞与引当金 (3)賞与引当金 
 従業員の賞与の支払に備え

るため、将来の支給見込額

のうち、当中間会計期間の

負担額を計上しておりま

す。 

同左 従業員の賞与の支払に備え

るため、将来の支給見込額

のうち、当事業年度の負担

額を計上しております。 

 (4)完成工事補償引当金 (4)完成工事補償引当金 (4)完成工事補償引当金 
 完成工事に係る無償補修費

用に充てるため、過年度の

補修費用の実績を基礎に将

来の補修見込を加味して計

上しております。 

同左 同左 

 (5)退職給付引当金 (5)退職給付引当金 (5)退職給付引当金 
 従業員の退職給付に備える

ため、当会計年度末の退職

給付債務の見込額に基づ

き、当中間会計期間末にお

いて発生していると認めら

れる額を計上しておりま

す。 

数理計算上の差異は、その

発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定

年数(１年)による定額法に

より翌期に費用処理してお

ります。 

同左 従業員の退職給付に備える

ため、当会計年度末の退職

給付債務の見込額に基づ

き、当会計期間末において

発生していると認められる

額を計上しております。 

数理計算上の差異は、その

発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定

年数(１年)による定額法に

より翌期に費用処理してお

ります。 

 (6)役員退職慰労引当金 (6)役員退職慰労引当金 (6)役員退職慰労引当金 
   役員退職慰労金は、支出時

の費用として処理しており

ます。 

― ― 

 (7)債務保証損失引当金 (7)債務保証損失引当金 (7)債務保証損失引当金 
 関係会社の債務保証に係る

損失に備えるため、当該会

社の財政状態等を勘案し

て、会社所定の基準により

損失負担見込額を計上して

おります。 

同左 同左 

５ 収益及び費用の計

上基準 

完成工事高の計上は工事完

成基準によっております。

同左 同左 

６ リース取引の処理

方法 
リース物件の所有権が、借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。 

同左 同左 
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項目 
前中間会計期間 

自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日 

当中間会計期間 
自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日 

前事業年度 
自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日 

７ その他中間財務諸

表（財務諸表）作成

のための基本とな

る重要な事項 

(1)消費税及び地方消費税の会

計処理方法 

税抜方式によっております。 

(1)消費税及び地方消費税の会

計処理方法 

同左 

(1)消費税及び地方消費税の会

計処理方法 

同左 

 

 

（会計処理の変更） 

前中間会計期間 
自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日 

当中間会計期間 
自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日 

前事業年度 
自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日 

前事業年度において有形固定資産

を取得する際に発生する不動産取得

税については支出時の費用に計上し

ておりましたが、取得物件の大型化に

伴い費用収益の対応をより適正にす

るため、前事業年度末より有形固定資

産の取得原価に含めて計上すること

といたしました。 

 この変更による影響は、該当事項が

ないため、ありません。 

 

当社では、前事業年度の下期におい
て減損の兆候が生じたため、前事業年
度末より（｢固定資産の減損に係る会
計基準の設定に関する意見書｣（企業
会計審議会平成 14 年８月９日））及び
｢固定資産の減損に係る会計基準の適
用指針｣（企業会計基準適用指針第６
号平成 15 年 10 月 31 日）を適用して
おります。 

  この変更により、当中間会計期間に

おいては、税金等調整前中間純損失は

927,526千円増加しております。また、

前中間会計期間においては、減損の兆

候が生じていなかったため、変更によ

る影響はありません。 

 

固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の

設定に関する意見書」（企業会計審議

会平成14年８月９日））及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第6号平成15

年10月31日）が平成16年３月31日に終

了する事業年度に係る財務諸表から

適用できることになったことに伴い、

当事業年度から同会計基準及び同適

用指針を適用しております。 

なお、当社策定の「事業再建計画」に

おいて、現在の経営環境及び当社の業

績等を総合的に勘案し、減損会計の早

期適用を実施することを平成17年７

月（当事業年度下半期）に検討をおこ

ないました。当該「事業再建計画」に

対し、平成17年10月12日開催の株式会

社ペイントハウス130％コールオプシ

ョン条項付第１回無担保転換社債（転

換価額下方修正条項および転換社債

間限定同順位特約付）の第２回社債権

者集会にて「社債権者は、ペイントハ

ウス作成の別紙事業再建計画に合意

する」旨の議案が可決承認されたこと

により、当事業年度末より同会計基準

及び同適用指針を適用することとい

たしました。 

これにより税引前当期純利益は

1,904,187千円減少しております。 

なお、減損損失累計額については減価

償却累計額に含めて表示しておりま

す。 

 

（表示方法の変更） 

前中間会計期間 
自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日 

当中間会計期間 
自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日 

 

――― 

1.前中間会計期間において区分掲記しておりました「未収

入金」（当中間会計期間46,022千円）は、当中間会計期

間において資産の総額の100分の５以下となったため、

「その他」に含めて表示することといたしました。 

2. 前中間会計期間において区分掲記しておりました「投

資有価証券」（当中間会計期間２円）は、当中間会計期

間において資産の総額の100分の５以下となったため、

「その他」に含めて表示することといたしました。 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

前中間会計期間末 
平成17年２月28日現在 

当中間会計期間末 
平成18年２月28日現在 

前事業年度末 
平成17年８月31日現在 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

3,105,143千円 

 

※１ 有形固定資産減価償却累計額

3,907,325千円 

減価償却累計額には、減損損失累

計額を含めて表示しております。 

※１ 有形固定資産減価償却累計額

4,619,194千円

減価償却累計額には、減損損失累

計額を含めて表示しております。

※２ 担保資産 

担保に供している資産は次のとお

りであります。 

現金預金     100,000千円 

建物      8,017,441 

構築物      446,276 

土地      6,627,897 

完成工事未収入  123,995 

金等 

その他たな卸資産 

(原材料)      4,463 

計   15,320,074 

 

担保付債務は次のとおりでありま

す。 

工事未払金     40,348千円 

短期借入金   1,172,823 

その他（未払金） 292,101 

その他流動負債  140,000 

(１年以内償還予定社債)    

長期借入金   4,570,947 

長期未払金   1,068,280 

計      7,284,500 

※２ 担保資産 

担保に供している資産は次のとお

りであります。 

建物      7,115,740千円 

構築物      382,988 

土地      5,199,205 

その他たな卸資産 

(原材料)      4,680 

計   12,702,615 

 

 

 

 

担保付債務は次のとおりでありま

す。 

短期借入金   1,892,640千円 

未払金      493,839 

その他（未払費用） 55,729 

長期借入金   3,750,093 

長期未払金    866,542 

計       7,058,845 

※２ 担保資産 

担保に供している資産は次のとお

りであります。 

現金預金     100,000千円 

完成工事未収入金  73,026 

原材料       4,680 

建物      7,339,764 

構築物      420,146 

土地      5,379,031 

計   13,316,649 

 

 

 

担保付債務は次のとおりでありま

す。 

工事未払金（買掛金）3,132千円 

短期借入金   1,596,919 

未払金      392,257 

１年以内償還社債 140,000 

長期借入金   4,146,851 

長期未払金     968,124 

計      7,247,284 

 

 

３  保証債務 

ユアサ建材工業株式会社の以下の

債務に対し、債務保証を行ってお

ります。 

 営業債務      17,187千円 

リース債務     88,116 

手形割引高    540,142 

計      645,446 

 

３  保証債務 

ユアサ建材工業株式会社の以下の

債務に対し、債務保証を行ってお

ります。 

 リース債務     67,878千円 

計        67,878 

 

３  保証債務 

ユアサ建材工業株式会社の金融機

関等からの債務に対し、債務保証

を行っております。 

 リース債務     77,997千円 

計        77,997 

 

※４ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、流動負債の「その

他流動負債」に含めて表示してお

ります。 

 

※４ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、流動資産の「その

他流動資産」に含めて表示してお

ります。 

 

 

※４ 消費税等の取扱い 

 

同左 

※５ 休止固定資産について 

  有形固定資産には、本社（神奈

川県相模原市）の休止固定資産

1,952,147千円を含んでおりま

す。 

※５ 休止固定資産について 

 有形固定資産には、旧本社（神奈

川県相模原市）の休止固定資産

1,434,539千円を含んでおりま

す。 

※５ 休止固定資産について 

 有形固定資産には、旧本社（神奈

川県相模原市）の休止固定資産

1,463,000千円を含んでおります。
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前中間会計期間末 
平成17年２月28日現在 

当中間会計期間末 
平成18年２月28日現在 

前事業年度末 
平成17年８月31日現在 

※６ 仮差押現金預金について 

 株式会社ＵＦＪ銀行及び株式会

社東京三菱銀行により仮差押等

となっている現金預金（111,530

千円）は投資その他の資産のそ

の他に含んでおります。 

※６ 仮差押現金預金について 

 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行に

より仮差押等となっている現金

預金（89,912千円）は投資その

他の資産のその他に含んでおり

ます。 

※６ 仮差押現金預金について 

  株式会社ＵＦＪ銀行及び株式会

社東京三菱銀行により仮差押等

となっている現金預金（114,814

千円）は、投資その他の資産のそ

の他に含んでおります。 

※７ 競売開始決定差押有形固定

資産について 

株式会社ＵＦＪ銀行より債務の

期限の利益の喪失による競売開

始決定差押になっている建物構

築物（8,446,860千円）及び土地

（6,539,246千円）は、有形固定

資産の建物・構築物及び土地に含

んでおります。 

８ 当中間会計期間において、ユア

サ建材工業株式会社に対する以

下の債権を譲渡いたしました。 

 貸付金     1,129,774千円 

 未収入金     170,200 

※７ 競売開始決定差押有形固定

資産について 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行よ

り債務の期限の利益の喪失によ

る競売開始決定差押になってい

る建物構築物（7,472,947千円）

及び土地（5,164,846千円）は、

有形固定資産の建物・構築物及び

土地に含んでおります。 

８  

――― 

 ※７ 競売開始決定差押有形固定資

産について 

  株式会社ＵＦＪ銀行より債務の

期限の利益の喪失による競売開

始決定差押になっている建物構

築物（7,729,872千円）及び土地

（5,358,326千円）は、有形固定

資産の建物・構築物及び土地に含

んでおります。 

８ ユアサ建材工業株式会社に対

する以下の債権を譲渡いたしま

した。 

 貸付金     1,129,774千円 

 未収入金     170,200 
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(中間損益計算書関係) 

前中間会計期間 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日 

当中間会計期間 

自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日 

前事業年度 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日 

※１営業外収益のうち主要なものは

次のとおりであります。 

 

受取利息      43,883千円 

※１営業外収益のうち主要なものは

次のとおりであります。 

 

受取利息       1,682千円

 

※１営業外収益のうち主要なものは

次のとおりであります。 

 

受取利息      62,284千円 

受取保険料     32,474  

※２営業外費用のうち主要なものは

次のとおりであります。 

 支払利息      95,529千円 

 社債利息       28,678 

 

※２営業外費用のうち主要なものは

次のとおりであります。 

 支払利息      107,855千円

 社債利息         5,468 

 新株発行費償却   40,706 

 減価償却費     26,307 

 

※２営業外費用のうち主要なものは

次のとおりであります。 

 支払利息      192,117千円

 社債利息       57,914 

新株発行費償却     22,879 

敷金保証金償却   40,118 

減価償却費     46,538 

 

※３特別利益のうち主要なものは

次のとおりであります。 

投資有価証券売却益 12,367 千円 

固定資産売却益 116,615

債務保証損失 
引当金戻入金 

21,499

投資損失引当金 
戻入益 

130,000

私財提供益 660,000
 

※３特別利益のうち主要なものは

次のとおりであります。 

固定資産売却益 

  建物         2,856千円

  構築物         66 

  土地         24,021 

    計        26,945  

 

※３特別利益のうち主要なものは次

のとおりであります。 

 固定資産売却益 

  建物        22,587千円

  工具器具備品       85 

  土地        216,809 

    計       239,482  
投資損失引当金 
戻入益 

130,000

私財提供益 660,000

 

債務免除益 11,709,451  
 

 

※４特別損失のうち主要なものは次

のとおりであります。 

固定資産除却損 

建物        24,279千円 

 構築物         285 

 工具器具備品     1,682 

計          26,247 

 

固定資産売却損 

建物            3,157千円 

構築物                930 

機械装置              182 

工具器具備品      93,155 

土地           92,975 

  計         190,402 

 

貸倒損失 1,197,978 千円 

連結子会社株式譲渡

手数料 
51,372

連結子会社貸付金
譲渡手数料 

201,922

土地売却手数料 32,419

連結子会社債権等
売却損 

514,687

たな卸資産評価損 377,536  

損害賠償金 119,630  

 

   

 

※４特別損失のうち主要なものは次

のとおりであります。 

固定資産除却損 

建物        11,111千円 

 構築物        3,924 

 車両運搬具       277 

計           15,313 

 

減損損失 927,526 千円

たな卸資産評価損 53,332

貸倒損失 139,199

貸倒引当金繰入額 94,625
 

 

※４特別損失のうち主要なものは次

のとおりであります。 

固定資産除却損 

 建物         459,757千円

 構築物       321,742 

 工具器具備品     6,072 

  計         787,572 

 

固定資産売却損 

 建物           3,157千円

 構築物          930 

機械装置          182 

工具器具備品     93,155 

土地         92,975 

   計       190,402 

 

減損損失 1,904,187 千円

貸倒損失 1,250,678

連結子会社株式売却

損 
130,294

連結子会社貸付金
譲渡手数料 

201,922

連結子会社債権等
売却損 

514,687

 

たな卸資産評価損 424,245  

損害賠償金 119,630  

店舗閉鎖損失 219,177  
 

※５減価償却実施額は次のとおりで

あります。 

  有形固定資産   362,623千円 

無形固定資産   129,568 

※５減価償却実施額は次のとおりで

あります。 

  有形固定資産   248,679千円 

無形固定資産   25,961 

※５減価償却実施額は次のとおりで

あります。 

  有形固定資産   706,902千円 

無形固定資産   239,091 
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前中間会計期間 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日 

当中間会計期間 

自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日 

前事業年度 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日 

※６ 

 

――― 

※６当中間会計期間において、当社

は以下の資産について減損損失

を計上いたしました。 

場所 
主な 

用途 
種類 

減損損失

（千円）

土地 532,292

建物・構築物 389,860神奈川県

相模原市

旧本社ビ

ル工場 その他（機械

装置、工具器

具備品） 

5,374

当社は、減損損失の算定にあ

たって、他の資産又は資産グル

ープのキャッシュ・フローから

概ね独立したキャッシュ・フロ

ーを生み出す最小の単位によっ

て資産のグルーピングをし、減

損損失の判定を行いました。 

当社の事業再生計画の一環と

して負債の一段の圧縮を図るた

め、当該不動産の譲渡を決定し、

帳簿価額を回収可能額まで減額

し、当該減少額を減損損失とし

て計上いたしました。 

なお、当資産グループの回収

可能価額は、正味売却可能価額

により測定し、現段階に見込ま

れる譲渡価額により算定してお

ります。 

 

 

※６当事業年度において、当社は以

下の資産について減損損失を

計上いたしました。 

場所 
主な 

用途 
種類 

減損損失

（千円）

神 奈 川 県

相模原市 

旧 本 社

ビ ル 工

場・支店 

土地・建物・

構築物等 
1,628,378

群 馬 県 吾

妻郡 

社 員 保

養所 

土地・建物・

工具器具 

備品 

23,212

東 京 都 多

摩市 
営業権 営業権 200,000

神 奈 川 県

相 模 原 市

他 

そ の 他

資産 

機械装置・工

具器具備品 
52,596

当社は、減損損失の算定にあ

たって、他の資産又は資産グル

ープのキャッシュ・フローから

概ね独立したキャッシュ・フロ

ーを生み出す最小の単位によっ

て資産のグルーピングをし、減

損損失の判定を行いました。そ

の結果、地価の下落に伴い帳簿

価額に対して著しく時価が下落

している資産グループ及び収益

性が著しく低下した資産グルー

プについて、帳簿価額を回収可

能額まで減額し、当該減少額を

減損損失として計上いたしまし

た。 

なお、回収可能価額は、正味

売却可能額により測定し、主に

不動産鑑定評価を使用しており

ます。重要性の低い資産につい

ては、固定資産税評価額及びマ

ーケット・アプローチ等により

算定しております。 
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(リース取引関係) 

前中間会計期間 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日 

当中間会計期間 

自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日 

前事業年度 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

(単位：千円) 

   
取得価額

相当額 

減価償却

累計額

相当額

中間期末

残高 

相当額 

機械装置 2,980 1,324 1,655 

車両運搬

具 
39,110 17,973 21,137 

工具器具

備品 
246,600 145,622 100,977 

ソフトウ

ェア 
11,183 3,355 7,828 

合計 299,875 168,275 131,599 
 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

(単位：千円)

   
取得価額

相当額

減価償却

累計額

相当額

中間期末

残高

相当額

機械装置 2,980 1,821 1,159

車両運搬

具 
32,991 21,512 11,479

工具器具

備品 
178,289 128,266 50,023

ソフトウ

ェア 
11,183 5,591 5,591

合計 225,445 157,192 68,253
 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末残

高相当額 

(単位：千円)

  
取得価額

相当額 

減価償却

累計額 

相当額 

期末残高

相当額

機械装置 2,980 1,573 1,407

車両運搬

具 
32,991 18,213 14,778

工具器具

備品 
229,000 159,485 69,514

ソフトウ

ェア 
11,183 4,473 6,710

合計 276,156 183,745 92,411
 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 53,711 千円 

１年超 80,723 

合計 134,434  

  

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 48,161 千円

１年超 22,169 

合計 70,331  

  

２ 未経過リース料期末残高相当額

  

１年以内 49,150千円

１年超 45,663 

合計 94,814 
 

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 39,568 千円 

減価償却費相当額 37,686  

支払利息相当額 2,006  
 

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 25,304 千円

減価償却費相当額 24,157

支払利息相当額 822 
 

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 67,232千円

減価償却費相当額 64,046 

支払利息相当額 3,227 
 

 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。 

 

 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

５ 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取

得価額相当額の差額を支払利息相

当額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっております。 

５ 利息相当額の算定方法 

同左 

５ 利息相当額の算定方法 

同左 
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(有価証券関係) 

前中間会計期間 (平成17年２月28日現在) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

当中間会計期間 (平成18年２月28日現在) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

前 事 業 年 度 (平成17年８月31日現在) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 
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（重要な後発事象） 

前中間会計期間 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日 

当中間会計期間 

自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日 

前事業年度 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日 

住まいのデパート「ペンタくん」大

阪ATC店・平塚店を廃止いたしました。 

(1)廃止日 平成17年４月15日 

(2)廃止店舗の概要 

店舗名 住まいのデパート「ペンタ

くん」大阪 ATC 店  

所在地 大阪府大阪市住之江区南

港北２丁目１番 10 号  

ATC ビル 10 階 

建物 賃借物件 鉄骨鉄筋コン

クリート造（地上 12 階・

地下２階・塔屋１階）の

10 階部分の一部 

延床面積 5,498 ㎡ 

店舗名 住まいのデパート「ペンタ

くん」平塚店 

所在地 神奈川県平塚市明石町 21

番 12 号 

建物 賃借物件 鉄骨鉄筋コン

クリート造（地上 11 階･

地下１階･塔屋１階） 

延床面積 10,022 ㎡ 

(3)廃止店舗の平成16年８月期にお

ける経営成績 

大阪ATC店(a) 

売上高 売上総利益 営業損失 

(百万円) (百万円) (百万円) 

2,072 516 212 

平塚店(b) 

売上高 売上総利益 営業損失 

(百万円) (百万円) (百万円) 

1,640 530 24 

前事業年度に占める割合 

 
売上高 

売上総

利益 
営業損失 

 (百万円) (百万円) (百万円) 

廃 止 店

舗（a+b） 
3,713 1,046 237 

平成 16

年 8月期

個別(c) 

17,000 4,402 3,758 

比 率

(a+b)/c 
21.8％ 23.8％ － 

 

(4)廃止理由及び業績への影響 

今般の事業見直しの一環として不

採算店舗且つ改善が見込めないとの

判断に至った当該店舗の廃止を行な

うもの。なお、工事請負契約済の物件

の対応につきましては他の店舗で行

ないます。この廃止による影響につき

ましては、賃借料等の固定費の削減効

果が見込まれると同時に、賃借物件で

ある当該店舗の廃止に伴う現状回復

費等が発生する事となり詳細が、現在

未定であり状況に応じて開示いたし

ます。 

 

――― 

平成14年３月25日に発行した株式

会社ペイントハウス130％コールオプ

ション条項付第１回無担保転換社債

（転換価額下方修正条項および転換

社債間限定同順位特約付）（以下、「本

社債」といいます。）に関し、平成17

年10月12日に第２回社債権者集会を

開催し、議案は原案通り可決承認され

ました。 

決議事項 

第１号議案：本社債権者が当社の事業

再建計画に合意する件  
（議案の詳細） 

本社債につき、本社債権者が、社

債管理会社である株式会社ユーエフ

ジェイ銀行に対し、本社債権者集会

決議認可決定日に、株式会社ペイン

トハウス作成の別紙事業再建計画に

合意すること及び平成17年８月３日

開催の本社債権者集会決議に基づき

作成される和解契約書第５項に「社

債権者は、ペイントハウス作成の別

紙事業再建計画に合意する」と追加

し、ペイントハウスとの間で和解契

約を締結することを授権する件 

なお、第２回社債権者集会決議に

対する横浜地方裁判所相模原支部の

認可決定に対して即時抗告がなされ

ております。 

 

平成17年10月21日、株式会社ユー

エフジェイ銀行と本社債に関する平

成17年８月３日開催の第１回社債権

者集会及び、平成17年10月12日開催

の第２回社債権者集会決議に基づき

下記和解契約書を締結し、和解金13

億円を株式会社ユーエフジェイ銀行

に支払いました。 

記 

１ 社債権者とペイントハウスと

は、ペイントハウスが、本社債に

ついて元金130億円及びこれに対

する平成14年３月26日から償還期

日まで年0.3パーセントの割合に

よる利息金（但し、既に支払われ

た利息分を除く。）の支払義務のあ

ることを確認する。 

２ 社債権者は、ペイントハウスに

対し、ＵＦＪ銀行が第３項に基づ

きペイントハウスから平成17年８

月末日限り第１項の元金13億円を

受領するのと引換に、第１項のそ

の余の支払義務を免除する。 

３ ペイントハウスは、ＵＦＪ銀行

に対し、平成17年８月末日限り、

第１項の元金のうち金13億円を支

払う。 
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前中間会計期間 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日 

当中間会計期間 

自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日 

前事業年度 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日 

平成17年４月４日開催の取締役会

において、固定資産の譲渡に関しまし

て、下記のとおり決議いたしました。 

(1)譲渡の日程 

平成17年４月４日 

（契約書締結及び物件引渡し日） 

(2)譲渡資産の概要 

土地 地目 宅地 

 地積 3,373.42㎡ 

建物 種類 事務所及び倉庫 

 構造 鉄骨造スレート葺

平屋建及び鉄骨造

鋼板葺2階建 

 延床面積 1,612.43㎡ 

所在地 愛知県海部郡佐屋町大字北

一色字東田面21番 

(3)譲渡金額  

 165百万円 

（消費税込、登記費用等除く） 

(4)帳簿価額  

 41百万円 

（土地35百万円、建物６百万円） 

(5)譲渡先の概要  

商  号 株式会社アスリート 

本店所在地 名古屋市中村区名駅

五丁目 27 番 13 号 

代 表 者 藤田 敏和 

事業内容 不動産コンサルティ

ング 

当社との関係 資本関係、人的関係、

取引関係はありませ

ん。 

(6)譲渡理由 

賃貸物件として運用しておりま

した当該資産を、今般の事業見直し

の一環として、譲渡するものであり

ます。また、平成16年８月期末現在

において担保に供しておりました

当該資産の根抵当権150百万円につ

きましては、譲渡時点をもちまして

抹消いたします。 

(7)業績に与える影響 

この譲渡による影響につきまし

ては、特別利益として固定資産売却

益121百万円を、４月度に計上いた

します。 

 

 

 

平成17年５月６日開催の当社取締

役会において、当社とコンサルティン

グ契約を締結しておりますソブリン

アセットマネジメントジャパン株式

会社（本社：東京都千代田区丸の内１

-１-３AIGビル９階）からロータス投

資事業組合に譲渡された当社に対す

る貸付金について同組合から給付を 

 ４ 社債権者とペイントハウスとの

間には、本社債につき、本和解条項

に定めるほか何らの債権債務のな

いことを相互に確認する。 

５ 社債権者は、ペイントハウス作成

の別紙事業再建計画に合意する。 

 

なお、当該債務免除に関する利益

117億円については17年８月期におい

て計上しており、その根拠については

損益計算書※７に記載しております。

 

平成17年10月21日、新株予約権の行

使により、発行済株式の総数は

500,000株増加し、2,054,125株となっ

ております。 

 

 

平成17年11月８日開催の当社取締

役会において、平成17年11月24日を払

込期日とする第三者割当による新株

予約権の発行を決議しました。その概

要は次のとおりであります。 

(1)新株予約権の名称  

株式会社ペイントハウス第三回

新株予約権 

(2)新株予約権の目的たる株式の種

類及び株数 

当社普通株式 560,000株（新株

予約権１個につき1,000株） 

(3)新株予約権の発行総数 560個 

(4)新株予約権の発行価額  

１個につき10,000円（１株につき

10円） 

(5)新株予約権の発行価額の総額 

5,600,000円 

(6)新株予約権の申込期日 

平成17年11月24日 

(7)新株予約権の払込期日  

平成17年11月24日 

(8)新株予約権の発行日 

平成17年11月24日 

(9)新株予約権の行使に際し払込を

なすべき額（以下、「払込金額」

という。） 

１個につき1,562,000円（１株に

つき1,562円） 

(10)新株予約権の行使に際して払込

金額の総額 

874,720,000円 

(11)新株予約権の行使により発行す

る株式の発行価額 

１個につき1,572,000円（１株に

つき1,572円） 

(12)新株予約権の行使により発行す

る株式の発行価額の総額 

880,320,000円 
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前中間会計期間 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日 

当中間会計期間 

自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日 

前事業年度 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日 

受け同組合に対し、第三者割当増資

の割当を下記のとおり行うことを決

議いたしました。 

(１) 発行株式数 

普通株式 192,365株 

(２) 発行価額 

１株につき1,228円 

(３) 発行価額の総額 

236,224,220円 

(４) 資本組入額 

１株につき614円 

(５) 資本組入額の総額 

118,112,110円 

(６) 申込期日 

平成17年５月25日(水) 

(７) 払込期日 

平成17年５月26日(木) 

(８) 新株券交付日 

平成17年５月27日(金) 

(９) 配当起算日 

平成17年３月１日(火) 

(10) 割当先及び割当株式数 

ロータス投資事業組合 

192,365株 

(11) 前記各号については、証券取

引法による届出の効力発生を

条件といたします。 

 

 

 

平成17年５月６日開催の取締役会

において、新株予約権の発行に関し、

下記のとおり決議いたしました。 

（１）新株予約権の名称：株式会社ペ

イントハウス第一回新株予約権 

（２）新株予約権の目的たる株式の種

類及び株数：当社普通株式

278,000株（新株予約権１個につ

き1,000株） 

（３）新株予約権の総数：278個 

（４）新株予約権の発行価額：１個に

つき10,000円（１株につき10

円） 

（５）新株予約権の発行価額の総額：

2,780,000円 

（６）新株予約権の申込期日：平成17

年５月25日 

（７）新株予約権の払込期日：平成17

年５月25日 

（８）新株予約権の行使に際し払込み

をなすべき額（以下、「払込金

額」という。）：１個につき

1,228,000円（１株につき1,228

円） 

（９）新株予約権の行使に際して払込

金額の総額：341,384,000円 

（10）新株予約権の行使により発行す

る株式の発行価額：１個につき

1,238,000円（１株につき1,238

円） 

 (13)新株予約権の行使により発行す

る株式の発行価額中資本に組み

入れない額 

  新株予約権の行使により発行す

る株式の発行価額中、資本に組

み入れない額は、当該発行価額

より資本に組み入れる額を減じ

た額とする。資本に組み入れる

額とは 786 円とする。 

(14)新株予約権の期中行使があった

場合の取扱い 

本新株予約権の行使により発行

する株式に関する利益配当金

（商法 293 条ノ５による金銭の

分配）は、本新株予約権行使の

効力発生日の属する配当計算期

間（現在、２月 28 日または８月

31 日に終了する各６ヶ月の期

間）の初めに本新株予約権行使

の効力が発生したものとみなし

て、これを支払う。 

(15)新株予約権の行使期間 

平成 17 年 11 月 25 日から平成

18 年 11 月 24 日まで 

(16)新株予約権の行使条件 

各新株予約権の行使にあたって

は、一部行使はできないものと

する。 

(17)消去事由及び消去条件 

  イ. 当社が吸収合併による消

滅ならびに株式交換または

株式移転により他の会社の

完全子会社となることを当

社の株主総会で決議した場

合、当該効力発生日以前に

残存する新株予約権の全部

を償却することができる。 

ロ. 当社は前項による新株予

約権の消却を行なう場合、

本新株予約権者に対し、無

償で消却するものとする。 

(18)譲渡制限   

本新株予約権の譲渡について

は、取締役会の承認を受けなけ

ればこれをすることができな

い。 

(19)新株予約権証券の発行 

  新株予約権証券の発行は新株予

約権者の請求があるときに限

り、当社はこれを発行する。 

(20)新株予約権の発行価額及び新株

予約権の行使に際し払込みをな

すべき額の算定理由 

当社のここ１年あまりの株価推

移状況から見てブラックショー

ルズモデルによる算定は適切で

ないと判断し、また当社の現在

置かれている財務状況及び今後

の見通しを踏まえて発行価額は

１個につき 10,000 円といたし 
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前中間会計期間 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日 

当中間会計期間 

自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日 

前事業年度 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日 

（11）新株予約権の行使により発行す

る株式の発行価額の総額：

344,164,000円 

（12）新株予約権の行使により発行す

る株式の発行価額中資本に組み

入れない額：新株予約権の行使

により発行する株式の発行価額

中、資本に組み入れない額は、

当該発行価額より資本に組み入

れる額を減じた額とする。資本

に組み入れる額とは、当該発行

価額に0.5を乗じた額とし、計算

の結果１円未満の端数を生じる

場合は、その端数を切り上げた

額とする。 

（13）行使価格の調整：今回の目的と

する資金の払込を行なうとき

に、株価の変動があった場合に

払込が難しくなることから、本

新株予約権の発行後、新株予約

権行使時の行使価格は、行使の

実行される日の前日の引値の

90％（１円未満切り上げ）が

1,228円より低い場合のみ、前日

の引値の90％（１円未満切り上

げ）とする。 

（14）新株予約権の期中行使があった

場合の取扱い：本新株予約権の

行使により交付する株式に関す

る利益配当金（商法第293条ノ５

による金銭の分配）は、本新株

予約権行使の効力発生日の属す

る配当計算期（現在、２月28日

又は８月31日に終了する各６ヶ

月の期間）の初めに本新株予約

権行使の効力が発生したものと

みなして、これを支払う。 

（15）新株予約権の権利行使期間：平

成17年５月26日から平成18年５

月25日まで 

（16）新株予約権の行使条件：各新株

予約権の行使にあたっては、一

部行使はできないものとする。 

（17）消却事由及び消却条件：イ. 当

社が吸収合併による消滅並びに

株式交換または株式移転により

他の会社の完全子会社となるこ

とを当社の株主総会で決議した

場合、当該効力発生日以前に残

存する新株予約権の全部を消却

することができる。ロ. 当社は

前項による新株予約権の消却を

行なう場合、本新株予約権者に

対し、無償で消却するものとす

る。 

（18）譲渡制限：本新株予約権の譲渡

については、取締役会の承認を

受けなければこれをすることが

できない。 

 ました。また、新株予約権の行

使に際し払込みをなすべき額に

つきましては、同じく当社が現

在置かれている財務状況等を踏

まえ平成17年11月７日の当社普

通株式の終値の90％（１円未満

切上げ）である、1,562円を参考

に決定いたしました。 

(21)募集の方法 

 第三者割当の方法による。 

(22)新株予約権の割当先 

  ロータス投資事業組合 

  業務執行組合員 宮地利幸 

東京都千代田区丸の内１-１-３

ＡＩＧビル９階 

(23)新株予約権の行使請求受付場所

  株式会社ペイントハウス 

本社企画管理部 

(24)払込取扱金融機関 

  みずほ銀行東京支店及び 

三菱ＵＦＪ信託銀行東京営業部

(25)その他 

イ. 株式数の調整 

   本項ロ．により、新株予約権

の行使により発行または移転す

る新株式１株当たりの行使価額

の調整がなされた場合、新株予

約権の目的たる株式の数は、次

の算式により調整される。ただ

し、１株未満の端数を生じたと

きは、これを切り捨てる。 

株式数＝払込金額÷行使価額

ロ. 行使価額の調整 

 行使価額は、当社が時価を下

回る払込金額で新株式を発行す

る場合は次の算式により調整さ

れる。（なお、次の算式において

「既発行株式数」には、当社が

自己株式として保有する当社普

通株式の数は含まないものと

し、当社が時価を下回る払込金

額で新株式を発行しまたは自己

株式を処分する場合には、「新発

行株式数」には当該発行または

処分される株式数を含むものと

する。）ただし、円位未満小数第

２位まで算出し、小数第２位を

切り捨てる。 

   
新発行
（処分）
株式数 

×
１株当たり
の発行・処
分価額 既発行

株式数 
＋ 

１株当たりの時価調整後
行使価
額 

＝
調整前
行使価
額 

× 
既発行 
株式数 

＋ 
新発行・ 
処分株式数 

 

なお、行使価額は、株式分割も

しくは株式併合の場合、時価を

下回る払込価額で、自己株式を

処分する場合、株式に転換でき

る証券を発行する場合、または

新株予約権もしくは新株予約権
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前中間会計期間 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日 

当中間会計期間 

自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日 

前事業年度 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日 

（19）新株予約権証券の発行：新株予

約権証券の発行は新株予約権者

の請求があるときに限り、当社

はこれを発行する。 

（20）新株予約権の発行価額及び新株

予約権の行使に際し払込みをな

すべき額の算定理由：当社のこ

こ１年あまりの株価推移状況か

ら見てブラックショールズモデ

ルによる算定は適切でないと判

断し、また、当社の現在置かれ

ている財務状況及び今後の見通

しを踏まえて発行価額は１個に

つき10,000円といたしました。

また、新株予約権の行使に際し

払込みをなすべき額につきまし

ては、同じく当社が現在置かれ

ている財務状況等を踏まえ平成

17年３月10日から、平成17年５

月２日までの当社普通株式の終

値平均の90％（１円未満切上げ）

といたしました。 

（21）募集の方法：第三者割当の方法

による。 

（22）新株予約権の割当先：ロータス

投資事業組合 業務執行組合員 

宮地利幸 東京都千代田区丸の

内１－１－３ ＡＩＧビル９階 

（23）新株予約権の行使請求受付場

所：株式会社ペイントハウス本

社企画管理部 

（24）その他 

イ．株式数の調整：本項ロ．により、

新株予約権の行使により発行ま

たは移転する新株式１株当たり

の行使価額の調整がなされた場

合、新株予約権の目的たる株式

の数は、次の算式により調整さ

れる。ただし、１株未満の端数

を生じたときは、これを切り捨

てる。 

株式数＝払込金額÷行使価額 

ロ．行使価額の調整：行使価額は、

当社が時価を下回る払込金額で

新株式を発行する場合は次の算

式により調整される。（なお、

次の算式において「既発行株式

数」には、当社が自己株式とし

て保有する当社普通株式の数は

含まないものとし、当社が時価

を下回る払込金額で新株式を発

行しまたは自己株式を処分する

場合には、「新発行株式数」に

は当該発行または処分される株

式数を含むものとする。） 

ただし、円位未満少数第２位ま

で算出し、少数第２位を切り捨

てる。 

 

 を付与された証券の発行が行な

われる場合等にも調整される。

（注）「行使価額の調整」とは、

日々の株価に連動して行使価額

が下方修正される「行使価額の

修正」<いわゆるＭＳ（ﾑｰﾋﾞﾝｸﾞ･

ｽﾄﾗｲｸ）>とは異なります。今回

発行する新株予約権には日々の

株価に連動する下方修正条項は

付されておりません。 

(26)前記各号については、証券取引

法に基づく届出の効力発生を条

件とする。 

 

平成17年11月20日開催の取締役会

において、平成17年11月８日開催の

取締役会で決議いたしました、第三

回新株予約権について、発行を中止

することを決議いたしました。 
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前中間会計期間 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日 

当中間会計期間 

自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日 

前事業年度 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日 

    
新発行
（処分）
株式数 

×
１株当たり
の発行・処
分価額 既発行

株式数 
＋ 

１株当たりの時価 調整後
行使価
額 

＝ 
調整前
行使価
額 

× 
既発行 
株式数 

＋ 
新発行・ 
処分株式数 

なお、行使価額は、株式分割も

しくは株式併合の場合、時価を

下回る払込価額で、自己株式を

処分する場合、株式に転換でき

る証券を発行する場合、または

新株予約権もしくは新株予約権

を付与された証券の発行が行な

われる場合等にも調整される。 

（25）前記各号については、証券取引

法に基づく届出の効力発生を条

件とする。 

 

 

 

当社の子会社であります株式会社

ディストン・スペースは、平成17年５

月23日開催の当該会社の臨時株主総

会において、解散及び清算の決議を行

いました。 

１．株式会社ディストン・スペースの

概要（平成17年４月末現在） 

(1) 商号：株式会社ディストン・ス

ペース 

(2) 事業の内容：石材の製造販売 

(3）設立年月日：平成13年７月 

(4）本店所在地：東京都多摩市 

(5）代表者：代表取締役社長 

田口 幸光 

(6) 資本金：425百万円 

(7) 株主資本：170百万円 

(8) 総資産：250百万円 

(9) 決算期：８月 

(10)従業員数：１名 

(11)発行済株式数：8,500株 

(12)株主数：３名 

(13)大株主及び持株比率： 

当社76.7％、 

株式会社ディスコ13.5％ 

(14)主要取引銀行：ＵＦＪ銀行 

(15)最近３期間の業績：(平成14年

８月期～平成16年８月期) 

 14期 15期 16期 

売上高 

(千円) 
308,915 88,226 59,731 

経常損失 

(千円) 
95,312 53,948 32,754 

当期純損失 

(千円) 
107,636 54,215 33,020 

２．解散日程  未定 

３．解散及び清算に至った経緯 

当社グループの不採算部門の見

直しにより、解散及び清算手続きを

行うことといたしました。なお、当

該異動に伴い株式会社ディスト

ン・スペースの出資比率100％の在 

  



－21－ 

前中間会計期間 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日 

当中間会計期間 

自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日 

前事業年度 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日 

外子会社である厦門長江石材有限

公司（中国の石材加工工場）も譲渡

もしくは資産の処分を行う予定で

ありますが、具体的な処遇について

は株式会社ディストン・スペースの

清算過程で決定される予定であり

現状未定であります。確定次第、開

示する予定であります。 

４．当社の業績に及ぼす影響 

①連結業績（平成17年８月期）に与

える影響については、株式会社デ

ィストン・スペース及び厦門長江

石材有限公司の企業規模が小さ

く、また全ての売上が当社グルー

プ内の取引であるため、軽微であ

ります。 

②個別業績（平成17年８月期）に与

える影響については、前事業年度

（平成16年８月期）において、当

社から株式会社ディストン・スペ

ースに対する出資金及び貸付金

の減損処理を行っているため、軽

微であります。また、厦門長江石

材有限公司に関しましては、直接

取引はありませんので影響はご

ざいません。 

 

 

 

平成14年３月25日に発行した130％

コールオプション条項付第１回無担

保転換社債（転換価額修正条項及び転

換社債間限定同順位特約付）（以下、

「本社債」といいます。）に関し、社

債権者集会の許可申請をいたしまし

た。 

１．申立内容 

本社債の社債権者集会において、

本社債の債務の一部免除（一定額

での買入消却）の決議をなすこと

の許可を横浜地方裁判所に求め

る。 

２．決議許可申請に至る経緯 

当社は、債務超過の状況に至り関

係各位のご支援、ご協力をいただ

き経営再建のために諸施策を講

じて最大限の努力をしてまいり

ました。 

本社債につきましては、130％コ

ールオプション条項付第１回無

担保転換社債（転換価額修正条項

及び転換社債間限定同順位特約

付）管理委託契約証書、第一条９

項③「本社債の買入消却は発行日

の翌日以降いつでもこれを行う

ことができる」という条項に則

り、本社債の買入消却を昨年来検

討を行って参りました。平成17年

１月15日に本社債が上場廃止と

なったため、市場で買入消却をす 
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前中間会計期間 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日 

当中間会計期間 

自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日 

前事業年度 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日 

ることが困難となり、そのため、

社債権者集会において、一定額

で会社が買取らせて頂くという

面では、同一の結果となります

が買入消却という用語は上場時

に適用されるものである事か

ら、今回の申請につきましては、

債務の一部免除について付議を

させて頂くものであります。 

本来、期限に全額償還が必要であ

り検討を進めておりましたが、当

社の状況から非常に難しいとの

判断に至り今回付議をさせて頂

くものであります。 

なお、社債権者集会の日程、債

務の一部免除（一定額での買入

消却）額等につきましては、現

在検討中であり決定次第開示致

します。 

上記事項について社債権者集会

の決議事項とするためには、裁

判所の許可が必要と考えられて

いることから、本日、裁判所に

上記事項の申請をした次第であ

ります。 

３．決議許可を得た後の予定 

当社は、裁判所の許可を得、本

社債の社債権者集会を招集し、

社債権者集会において、本社債

権者の皆様のご賛成をいただ

き、債務の一部免除を受け、当

社の再建に邁進する所存であり

ます。 

社債権者様等関係者皆様には多

大なご迷惑をお掛け致します

が、今後も上場維持を前提とし

た諸施策を講じて参りますので

何卒ご理解・ご支援の程お願い

申し上げます。 

 

  

 

（その他） 

該当事項はありません。 


