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平成１８年８月期    中間決算短信（連結）      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 

米国会計基準採用の有無    有 ・ ○無  
 
１．１８年２月中間期の連結業績（平成 17 年９月１日～平成 18 年２月 28 日） 

(1) 連結経営成績                            （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   ％

1,958（△71.9）

6,982（△53.2）

百万円   ％

△1,491（ － ）

△1,685（ － ）

百万円   ％

△1,741（ － ）

△1,786（ － ）

１７年８月期 10,492（△60.7） △3,487（ － ） △3,811（  － ）
 
 中 間 (当 期) 純 利 益 １株当たり中間 

(当期)純利益 
潜 在 株 式 調 整 後 
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   ％

△2,727（ － ）

△3,554（ － ）

円  銭

△1,426.28  

△19,767.99  

円  銭

－  

－  

１７年８月期 3,303（ － ） 10,554.37  10,297.75  
(注)①持分法投資損益     18 年２月中間期     －百万円 17 年２月中間期  －百万円 17 年８月期  －百万円 
  ②期中平均株式数（連結）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 
  ③会計処理の方法の変更 ○有 ・ 無 
  ④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) 連結財政状態 

 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 

13,797  

19,335  

百万円

528 

△5,707 

％ 

3.8  

△29.5  

円  銭

257.95  

△31,740.84  

１７年８月期 15,381  2,704 17.6  1,744.96  
(注)期末発行済株式数（連結） 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 
 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 
 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

 

１８年２月中間期 

１７年２月中間期 

百万円 

△1,364  

△1,151  

百万円

265 

1,760 

百万円 

1,106  

△776  

百万円

200 

252 

１７年８月期 △2,646  1,665 749  187 
 
(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

   連結子会社数  ３社  持分法適用非連結子会社数  －社  持分法適用関連会社数   １社 
 
(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

   連結(新規)   －社   (除外)  －社    持分法(新規)  －社  (除外)  －社 
 
２．１８年８月期の連結業績予想（平成 17 年９月１日～平成 18 年８月 31 日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 
通 期 

百万円
4,411   

百万円
△2,999   

百万円
△3,930   

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） △1,917 円 37 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。 
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１．企業集団の状況 

当社グループは、株式会社ペイントハウス（当社）、連結子会社２社、間接保有連結子会社１社、持分法適用関連

会社１社により構成されており、種類別セグメント及び事業内容は、下記のとおりになります。 

事業の種類別セグメントの名称 事    業    内    容 主  要  な  会  社 

トータルリフォーム事業 

有店舗販売を核とした一般住宅、事業用

建物の外壁リフォーム、内装リフォーム

をはじめとした総合リフォーム事業 

当社 

新築事業 新築住宅の施工販売 ㈱ホーメスト(連結子会社) 

その他事業   

(建材事業) 室内外用住宅部材の製造販売 
(株)ディストン･スペース (連結子会社) 

厦門長江石材有限公司(間接保有連結子会社)

(製・商品販売事業) インテリア商品の販売等 当社 

(スポーツ事業) プロサッカーチームの運営 
(株)大分フットボールクラブ 

(持分法適用関連会社)

 

以上の当社グループについて図示すると、概ね下図のとおりになります。 

 

トータルリフォ ームサービスの提供

ト ー タ ル リ フ ォ ー ム 事 業

新 築 事 業 新築 住宅販売

顧 
 
 
 
  

客

そ の 他 事 業

住宅部材仕入 ・販売
商品開 発

間接保有連 結子会社
厦門長江石材 有限公司

持分 法適用関連会社
㈱大 分フットボール

クラブ

住宅部材販売

商品開発
住宅部材販売

石材輸出

株
式
会
社
ペ
イ
ン
ト
ハ
ウ
ス

連結子 会社
㈱ホー メスト

㈱ペ イントハウス

連結子会社
㈱デ ィストン・スペース

情報交換

 

 ㈱ディストン・スペースは平成 17 年５月 23 日開催の臨時株主総会で解散及び清算を決議し、現在、清算中で

あります。また、㈱大分フットボールクラブとの間では、過去に行っていた広告宣伝の取引は現在ございません。 
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２．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

当社グループは、「健康で快適な住環境を創造し、日本の住宅を守る」という住宅関連事業の理念のもと、事業

再建に向け、訪問販売による塗装事業の復活、多摩センター店他の不動産の有効活用、営業部門への人員シフト、

他企業との提携等により事業の改善を図るという当社事業再建計画に基づき販売力の強化と競争力の強化に努め

てまいりましたが、当社株式の上場廃止懸念等により信用力が低下し受注が減少したことによる売上高、収益の

悪化、内装リフォーム事業の競争激化に伴う売上高、利益率の低下、過大な金利負担等による収益の悪化を招き、

経営が厳しい状況におかれております。当社の事業再構築のために、再度上記施策を徹底し、「社会に貢献する」

という使命が果たせるよう努力をいたしたいと考えております。 

加えて、上場企業としての責任を確実に果たすべく今後も株主様重視の経営を行うとともに、適切且つ適時な

る情報開示を行ってまいります。 

 

（２）会社の利益配分に関する基本方針 

当社グループは、株主に対する利益還元を最重要課題とし、経済情勢、業界動向及び当社の業績などを総合的

に勘案のうえ配当を行い、株主の皆様への利益還元に積極的に取り組むことを基本方針としております。 

内部留保資金につきましては、将来にわたる株主利益に向けて、各事業のサービスの充実及び長期的な視点に

立った事業展開に活用し、企業体質の強化に充当する予定であります。 

なお、当期末の配当につきましては、当社グループは現在経営再建中であり、早期の利益配分実現を目指して

まいりますが、現在のところ見送らせていただく予定であります。 

 

（３）投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等 

 当社グループは、現段階におきましては、投資単位の引き下げの必要性はないと考えております。 

 

（４）目標とする経営指標 

当社グループでは、当社事業再建計画に基づき、売上高経常利益率プラス化を今期末の経営指標とすると同時

に、資本の充実に努めてまいりましたが、当中間連結会計期間において赤字を計上していることから今後につい

ては、早期に単月黒字化を達成できるよう取り組んでまいります。 

 

（５）中長期的な経営戦略 

当社グループの属する住宅市場におきましては、市場規模は、ほぼ横ばいに推移しており、その市場規模は、

住まいの快適さを求める消費者のニーズと維持管理の重要さに対する認識の高まりなどから、長期的には右肩上

がりに推移していくものと予想されます。 

当社グループといたしましては、このような状況に対処すべく、早期に当社株式の上場廃止懸念の解決を図り、

信用力の回復に努め、他社との協業による塗装事業の収益回復を図ることにより、お客様の身近で行き届いたサ

ービスを行うことで、事業再生・業績向上に努めてまいります。加えて、お客様のニーズに的確に答えた新商品

の投入、提携先企業を通じた新たな戦略、不動産会社との積極的な業務提携の展開により、業績の向上に努めて

まいります。 

 

（６）会社の対処すべき課題 

主に営業キャッシュ・フローにつきましては、継続企業の前提に記載のとおりでありますが、それ以外に当社

の対処すべき課題ならびに当社グループの経営成績ならびに財政状態に影響を及ぼす可能性がある対処すべきリ

スクの主なものは以下のとおりであります。 

1．トータルリフォーム事業の再構築 

(１) 塗装事業の特約代理店について 

• 特約代理店による塗装事業のシステム変更が早期に機能，定着するかどうかのリスク。 

(２) 雇用体制について 

• 社員の確保（有能な人員、必要とする営業人員の確保が出来るかどうかに関するリスク） 

• 社員の教育について、その方法と期間。（社員教育に要する期間とそれに対する費用のリスク） 

• 業績の低迷により社員の処遇について悪化していることによる現有人員の離職が増加するリスク。 

(３) 販売・施工体制について 

• 訪問販売、リフォーム事業に対する、環境・風評リスク（一般の訪問販売との差別化が図れるかどう

かのリスク） 

• 協力会社を含めた施工体制の維持に関するリスク 

• リフォーム市場への新規業者の参入などによる、一段の受注単価の低下リスク 
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2．訴訟について 

当社グループは、以下の件に関して係争中の訴訟があります。 

＜当該訴訟にかかる債務＞  
• 借入金及び保証債務金額 5,627 百万円

• 第２回無担保社債（株式会社ＵＦＪ銀行保証付および適格機関投資家限定） 1,500 百万円

株式会社ペイントハウス及び株式会社ホーメストは、上記の債務（借入金・社債等）について、平成 17

年１月 12日及び平成 17年１月 13日の株式会社ユーエフジェイ銀行のなした期限の利益の喪失したとの意

思表示は無効であり、株式会社ペイントハウス及び株式会社ホーメストに期限の利益が存在することを確

認するため、平 17 年１月 19 日付をもって東京地方裁判所に訴訟を提起いたしました。なお、平成 18 年３

月 27 日付にて当社の訴えのうち、期限の利益を喪失させる旨の銀行の意思表示が無効であることの確認を

求める部分を却下、その余の請求をいずれも棄却する旨の当該訴訟に対する判決がなされましたが、平成

18 年４月７日東京高等裁判所に控訴を行っております。 

現時点において結果を予測するのは困難であります。 

 

3．転換社債について 

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）につきましては、平成17年８月３日開催の第１回社債権者集会ならびに、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、平成17年10月21日に社債管理会社である株式会社ユーエフジェイ

銀行との間で、和解契約書を締結し、元本の90％及び利息に関する債務免除がなされております。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、即時

抗告等が認められるなどして、第２回社債権者集会決議の効力が消滅した場合には、和解契約第5項の当社

再建計画の合意についての効力消滅の恐れがありますが（弁護士からは和解契約が締結されているため、

効力は消滅しないとの見解をいただいております。）、第１回社債権者集会決議は既に確定しておりますの

で債務免除については何らの影響もありません。 

 

4．上場廃止基準について 

    当社株式は、以下の理由により管理ポストに割当てられております。今後の状況いかんによっては、上

場廃止になる恐れがあります。 

（１）平成17年１月14日 割当て 

『監理ポスト及び整理ポストに関する規則第３条第１号ａの(ｐ)(上場会社が株券上場廃止基準第２

条第16号に規定する公益又は投資者保護のため、ジャスダック証券取引所が当該銘柄の上場廃止を適

当と認めた場合に該当するおそれがあるとジャスダック証券取引所が認める場合)に該当するため。』 

  （２）平成17年10月26日 割当て理由追加 

『株式会社ペイントハウスは、平成17年10月26日に「平成17年８月期(連結・単独)業績予想および特

別損失に関するお知らせ」の開示を行った。同開示資料中において、株式会社ペイントハウスは、「平

成14年３月25日に発行した本社債に関して約117億円の債務免除を受けたことにより当期利益を計上

し、債務超過を解消いたしました。」旨公表している。一方、「企業会計原則」では、「すべての費用及

び収益は、その支出及び収入に基づいて計上し、その発生した期間に正しく割当てられるように処理

しなければならない。ただし、未実現収益は、原則として、当期の損益計算に計上してはならない。」

としており、ジャスダック証券取引所としては、本原則から、当該債務免除に関する利益は、平成17

年８月期に計上されるべきものではないと考える。ジャスダック証券取引所としては、株式会社ペイ

ントハウスの平成17年８月期有価証券報告書を確認し、株券上場廃止基準第２条第４号(債務超過)に

該当するかどうかを判断することとなるが、今後の状況いかんによっては、株券上場廃止基準第２条

第４号(債務超過)に該当するおそれが生じるため、投資者に対する注意喚起を行うために、平成17年

10月26日から監理ポスト割当理由を追加するものである。なお、ジャスダック証券取引所としては、

株式会社ペイントハウスの会計処理の適正性については、関係機関と協議してゆく方針である。』  

 

      当社は上記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）に係る、平成17年８月３日の社債権者集会において130億円の一部債務の免

除についての決議をいただき同22日に管轄の裁判所から当該決議についての認可決定を得たこと、及

び当該免除の条件である13億円の支払いは８月末時点で確実に実行可能であったことから、決算日に

おいて当該債務免除益計上の要件が充足されており、平成17年８月期に係る利益として計上しており

ますが、当該債務免除の計上時期についてジャスダック証券取引所より平成17年８月期に計上すべき

ものではないとの表明を受けており、現在においても当該監理ポスト割当て理由の解除はなされてお

りません。なお、当社は株式会社ジャスダック証券取引所を債務者として東京地方裁判所に平成17年

11月28日付をもって上場廃止禁止仮処分を申立て、平成18年２月17日付却下決定に対し、平成18年２

月20日付にて東京高等裁判所に対して即時抗告の申立てを行いました。さらに、平成18年３月15日付

の即時抗告棄却決定に対し、平成18年３月20日付にて最高裁判所に特別抗告及び東京高等裁判所に許
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可抗告の申立てを行いました。許可抗告に対しましては抗告を許可しない旨の決定を平成18年４月13

日付にて受領いたしております。 

現時点において結果を予測するのは困難であります。 

 
5．減損会計に関連する事項について 

当社は、平成17年８月期より「固定資産の減損に係る会計基準」を適用し、現時点で減損の兆候がみら

れた固定資産に関しては、前連結会計年度及び当中間連結会計期間において減損損失を計上しております。

しかし当中間連結会計期間以降に、経営環境の著しい悪化及び市場価格の著しい下落等により減損の兆候

が生じ、新たな減損損失として認識することになった場合には、当社グループの経営成績ならびに財政状

態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  
（７）事業上のリスク 

事業上のリスクは、（６）会社の対処すべき課題で記載のとおりです。 

 

 

 

（８）コーポレート･ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

 （１）基本的な考え方 

当社は、事業運営にあたって、コーポレート・ガバナンスの充実を企業の社会的責任として自覚すると 

ともに、社会的価値を高める経営の最重要課題のひとつとして認識しております。またコーポレート・ガ

バナンスの充実を図ることによって企業価値を高めていくことが、株主の皆様をはじめとする関係の皆様

に対する責務であることの考えに基づき経営の透明性・健全性の確保、コンプライアンスの遵守に取り組

んでおります。 

（２）施策の実施状況 

①会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他コーポレート･ガバナンス体制の状況 

（ａ）会社の機関の内容 

当社は、監査役制度を引き続き採用するとともに、会社の機関としては商法に規定された株主総会、

取締役会及び監査役会を設置しております。 

取締役会は取締役６名（社外取締役は招聘しておりません）により構成され、毎月１回開催の「定

例取締役会」の他、必要に応じて臨時の取締役会、原則週１回の役員連絡会を開催し、迅速かつ適切

な意思決定のできる体制となっております。    

監査役会は当社業務に精通した常勤監査役２名ならびに社外監査役２名で構成し、取締役会に出席

し、独立した立場で適宣、意見の表明を行って経営を監視するとともに当連結グループの状況につき

厳正な監査を行っております。 

また、当社では意思決定に至るまでの背景やプロセスを十分に説明し討議させる場として、経営幹

部会議、各部署責任者会議、拠点責任者会議を毎月設けております。さらには、顧問弁護士や会計監

査人の助言を受けるなどして、適性に機能しております。 

（ｂ）内部統制システムの整備の状況 

      内部牽制が組織内のすべてに行き届いているかをチェックするために社長直轄の組織であります内

部監査室が、監査役及び会計監査人である公認会計士との連携により、計画的な内部監査を実施し、

適法性のみならず、管理や業務手続の妥当性まで含め、継続的な実地監査を実施することにより内部

統制に取り組んでおります。人員は室長１名でありますが、内部監査規定に基づいて必要がある場合

は、監査役会の承認を得て、常勤監査役による支援体制が確立しております。 

      さらには、顧問弁護士の助言を受けるなどして、適正に機能しております。 

       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  - ６

     内部管理体制は以下の図のとおりであります。 

代表取締役社長

株主 総会

取締役会 監査役

選任 選任

個 人情 報 保護
管 理責 任 者

内 部監 査 室

業務執行組織
各拠点 監査

監査

監査

   （ｃ）会計監査の状況 

      会計監査人につきましては、赤坂 満秋公認会計士及び吉野 直樹公認会計士と監査契約を締結し

て会計監査を受けております。なお、監査業務の遂行にあたり３名（有資格者２名、その他１名）の

補助者を従事させております。また、監査意見の審査体制として、外部の独立した公認会計士が担当

しており、会計監査上の重要な問題に対する判断や処理の妥当性についての審査を受けております。

なお、当社と各会計監査人との間には公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。 

 

 

   （ｄ）社外監査役との関係 

      当社の２名の社外監査役は当中間期末現在で当社株式265株を保有しておりますが、当社との人的関

係、資本的関係または取引関係等利害関係はありません。 

   （ｅ）リスク管理体制の整備の状況 

      お客様相談室によるアフターメンテナンスの一括受付により、クレームに対する迅速な対応を行っ

ております。また、施主様へのアンケート実施に重点的に取り組んでおり、クレーム発生の未然防止

に努めております。コンプライアンスに関しては、顧問弁護士によるリーガルチェックの強化を行っ

ております。個人情報保護については「個人情報保護方針」に基づき個人情報保護の適切な取扱に関

し、個人情報管理責任者を代表取締役が選任し、監査を実施しております。 

      その他、当社は企業経営及び日常業務に関して、法律事務所と顧問契約を締結し、経営上の判断の

参考とするため、助言と指導を適宣受けられる体制を設け、法律リスク管理体制の強化に努めており

ます。また、公認会計士など有識者をアドバイザーに起用し、広く助言、提言を求め経営全般に活か

しております。 

 

（９）親会社等に関する事項 

該当する事項はございません。 

 

 

（１０）その他、会社経営上の重要な事項 

  以下の経営上の重要な契約等を締結いたしました。 

ユアサ建材工業株式会社と塗装事業に関する特約代理店契約を締結 

      内容 ：平成 18 年３月 28 日塗装事業の事業規模拡大による収益改善を図ることを目的に訪問販

売による塗装業務の特約代理店契約を締結いたしました。 
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３．経営成績及び財政状態 

（1）経営成績 

当中間連結会計期間における我が国経済は、企業の設備投資や個人消費の回復、輸出などの外需も堅調に推移

したことに加え、雇用の改善等もあり、デフレ脱却に向け動き始めましたが、地域格差や業種格差も大きく、総

じて景気は穏やかな回復基調を示すにとどまりました。 

リフォーム業界におきましては、住宅・建設業界全体に対する信用の低下や低価格による受注競争も継続して

おり、厳しい状況が続いております。このような状況下、当社グループでは、事業再建に向け、販売力の強化と

競争力の強化に努めてまいりました。 

この結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高 1,958 百万円（前年同期 6,982 百万円）、営業損失 1,491 百万

円（前年同期 1,685 百万円）、経常損失 1,741 百万円（前年同期 1,786 百万円）、中間純損失 2,727 百万円（前年

同期 3,554 百万円）となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

 

（トータルリフォーム事業） 

当社グループの中核でありますトータルリフォーム事業においては、訪問販売による塗装事業の売上復活を図

るべく施策を実施いたしましたが、上場廃止懸念等による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、また、内装リフォーム部門においては競合他社との競合が激化しており、売上高及

び収益が悪化いたしました。 

この結果、売上高 1,638 百万円（前年同期 4,533 百万円）、営業損失 1,401 百万円（前年同期 1,667 百万円）と

なりました。 

 

（新築事業） 

 新築事業では、主に住まいのデパート『ペンタくん』店舗内展示及びそれを中心とした外商活動での一極集中

販売方式による受注拡大及び事業規模の見直しを通じ、利益体質の確立に努めてまいりましたが、グループ全体

の企業イメージの低下により売上高は伸び悩みました。 

この結果、売上高 285 百万円（前年同期 1,159 百万円）、営業損失 87 百万円（前年同期 133 百万円）となりま

した。 

 

（その他事業） 

  その他事業では、住まいのデパート『ペンタくん』でのインテリア商品販売を行う製・商品販売事業、室内

外用住宅部材の製造販売を行う建材事業等を行っております。 

この結果、売上高 35 百万円（前年同期 1,292 百万円）、営業利益４百万円（前年同期 131 百万円）となりまし

た。 

 

（２）財政状態 

連結キャッシュ･フローの状況 

  当中間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、税金等調整前中間純損失の計上

など営業活動による資金減少や、社債の償還等の財務活動による資金の減少に対し、有形固定資産の売却による

収入等の投資活動による資金の増加ならびに、短期借入れによる収入等の財務活動による資金の増加はありまし

たが、前中間連結会計期間末残高 252 百万円に対し、当中間連結会計期間末残高は 200 百万円となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ･フロー） 

当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ･フローは、たな卸資産の減少等により資金の増加がありまし

たが、税金等調整前中間純損失によることと、仕入債務の減少等により、前中間連結会計期間△1,151 百万円に対

し、当中間連結会計期間は△1,364 百万円（前年同期比－％）となりました。 
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（投資活動によるキャッシュ･フロー） 

  当中間連結会計期間の投資活動によるキャッシュ･フローは、有形固定資産の取得による資金の減少がありまし

たが、有形固定資産の売却等により、前中間連結会計期間 1,760 百万円に対し、当中間連結会計期間は 265 百万

円（前年同期比△84.9％）となりました。 

 

（財務活動によるキャッシュ･フロー） 

  当中間連結会計期間の財務活動によるキャッシュ･フローは、社債の償還や短期借入金の返済による資金の減少

がありましたが、短期借入れ及び株式の発行により、前中間連結会計期間△776 百万円に対し、当中間連結会計期

間は 1,106 百万円（前年同期比－％）となりました。 

 

（３）通期の見通し 

平成18年度における我が国経済は、企業収益の改善や設備投資の拡大及び、雇用、賃金の改善により個人消費

の持ち直しが見込まれております。また、当社の属するリフォーム市場は、住宅・建設業界全体に対する信用の

低下や低価格による受注競争も継続しており、引き続き予断を許さない状況であります。 

このような状況の中、平成18年８月期の通期における当社グループの業績見通しにつきましては、売上高4,411

百万円、営業損失2,546百万円、経常損失2,999百万円、当期純損失3,930百万円を見込んでおります。 

 

 



（単位：千円）

構成比 構成比 構成比

％ ％ ％

1 現金預金 ※1

2 完成工事未収入金等 ※1

3 未成工事支出金

4 その他たな卸資産 ※1

5 その他

貸倒引当金

11.5 7.2 7.9

1 有形固定資産

(1)建物・構築物 ※1.3.5

　 減価償却累計額 ※8

(2)土地 ※1.3.5

(3)その他 ※3

　 減価償却累計額 ※8

83.8 87.0 86.8

2 無形固定資産

(1)連結調整勘定

(2)営業権

(3)その他

2.2 3.1 2.9

3 投資その他の資産

(1)投資有価証券

(2)その他 ※4

   貸倒引当金

2.5 2.7 2.4

88.5 92.8 92.1

100.0 100.0 100.0

2,922,3907,149,160

995,647 1,214,926

－

5,393,9894,667,902

13,797,420

814,420

630,880

4．中間連結財務諸表等

（１）中間連結貸借対照表

資産合計

763,394

525,687

3,394,866

10,544,027

有形固定資産合計

投資その他の資産合計

5,000

科　目

(資産の部)

Ⅰ流動資産

流動資産合計

固定資産合計

Ⅱ固定資産

期　別 前中間連結会計期間末

平成17年2月28日現在

352,152

前連結会計年度

平成18年2月28日現在 平成17年8月31日現在

要約連結貸借対照表

金額 金額

257,865

764,632

464,463

390,344

△851

2,228,606

無形固定資産合計

△67,529

482,617

17,107,003

9,340,5492,673,346

12,013,895

16,207,457

6,629,201

545,147

237,706

19,335,610

19,434

300,000

97,493

416,928

当中間連結会計期間末

金額

200,645 287,012

90,267

288,774 373,899

92,095

319,626264,975

△171 △157

149,328 144,279

10,730,722

7,808,332

756,144

12,000,602 13,354,946

183,539 603,519 152,624

6,638 13,036

－

416,528 427,556

－

440,592423,167

△77,423

487,177

12,801,772 14,166,180

378,003

△109,174

15,381,107

0

370,641

448,065

－9－



（単位：千円）

構成比 構成比 構成比

％ ％ ％

1 工事未払金等 ※1

2 短期借入金 ※1

3 未払金 ※1

4 未払法人税等

5 賞与引当金

6 完成工事補償引当金等

7 未成工事受入金

8 その他 ※1

25.0 53.0 39.8

1 社債

2 転換社債

3 長期借入金 ※1

4 繰延税金負債

5 退職給付引当金

6 メンテナンスサービス引当金

7 連結調整勘定

8 長期未払金 ※1

104.0 42.5 42.0

129.0 95.5 81.8

少数株主持分 0.5 0.7 0.6

4.0 13.2 10.1

4.4 13.7 10.5

△37.0 △22.0 △2.0

0.1 0.3 0.2

△1.0 △1.4 △1.2

△29.5 3.8 17.6

100.0 100.0 100.0

378356 414

345,607

平成18年2月28日現在

341,902

72,004 67,553

期　別

△191,866

15,034

(負債の部)

Ⅰ流動負債

Ⅱ固定負債

金額

流動負債合計

科　目

固定負債合計

755,002

－

10,475

22,179

1,672,823

(少数株主持分)

(資本の部)

負債合計

Ⅰ資本金

Ⅴ自己株式

Ⅳ為替換算調整勘定

資本合計

Ⅱ資本剰余金

Ⅲ利益剰余金

負債、少数株主持分及び資本合計

－

60,925

65,754

6,582

平成17年2月28日現在

前中間連結会計期間末

848,372

△7,160,039

781,400

13,000,000

4,570,947

1,068,280

82,986

16,524

4,841,283

70,979

1,421,348

888,476

19,335,610

20,111,100

24,952,383

90,326

1,300,000

528,844

△191,866

△5,707,099

平成17年8月31日現在

当中間連結会計期間末

要約連結貸借対照表

前連結会計年度

金額金額

64,359 87,195

4,580,640

2,127,314

15,194

70,870 86,098

11,704

1,057,087

7,315,742 6,123,780

1,109,006

1,100,000 1,200,000

－

3,750,093 4,146,851

68,673

11,553

879,656 968,124

6,463,135

13,179,168 12,586,916

5,863,425

89,21489,408

1,887,566

△3,029,678

1,553,0941,820,594

26,251

1,620,066

△302,569

△191,866

42,227

2,704,976

13,797,420 15,381,107

2,096,919

312,068

913,965

219,588

－10－



(単位：千円)

比 率 比 率 比 率

％ ％ ％

100.0 100.0 100.0

81.4 74.1 79.7

18.6 25.9 20.3

※1 42.7 102.0 53.5

△24.1 △76.1 △33.2

1 受取利息

2 連結調整勘定償却額

3 受入災害補償協力金

4 受取保険料

5 違約金収入

6 その他 1.1 0.9 0.9

1 支払利息

2 社債利息

3 敷金回収不能損

4 新株発行費償却

5 貸倒引当金繰入額

6 減価償却費

7 その他 2.6 13.7 4.0

△25.6 △88.9 △36.3

1 前期損益修正益 ※2

2 投資有価証券売却益

3 貸倒引当金戻入益

4 固定資産売却益 ※3

5 退職給付引当金戻入益

6 私財提供益

7 債務免除益 ※9 11.4 1.8 120.5

2,981,341

6,982,302

82,550

7,968

5,686,457

－

3,623

48,996

119,005

－

　（２）中間連結損益計算書

至　平成18年 2月28日

1,998,162

239,482

5,617,125

3,487,998

1,295,844

1,685,496

116,615

4,971

－

－

31,834

5,642

21,187

101,210

18,274 2,059

1,462

4,971

784

期　別

Ⅳ営業外収益

Ⅴ営業外費用

科　目

Ⅰ売上高

　経常損失

Ⅱ売上原価

　売上総利益

Ⅲ販売費及び一般管理費

　営業損失

Ⅵ特別利益

1,491,226

当中間連結会計期間前中間連結会計期間

660,000

183,839

12,367

2,184

－

794,924

－

3,757

－

前連結会計年度

自　平成17年 9月 1日 自　平成16年 9月 1日
至　平成17年 8月31日

金　　　額 金　　　額

－

自　平成16年 9月 1日
至　平成17年 2月28日

金　　　額

22,116

要約損益計算書

8,363,427

1,958,758

2,129,126506,935

1,451,822

10,492,554

9,942

22,134

17,247

10,344

91,18816,291

－

259,358

3,811,857

267,890 86,271 415,047

22,879

－

1,741,870

32,474 － 32,474

32,875

46,538

12,647,094

660,000

7,514

26,307

40,706

35,031

－

18,138

140

11,709,451

12,367

－

－

－

4,462

26,945

－28,678 －

1,786,785

－11－



(単位：千円)

比 率 比 率 比 率

％ ％ ％

1 前期損益修正損 ※4

2 固定資産除却損 ※5

3 固定資産売却損 ※6

4 減損損失 ※7

5 リース解約損 ※8

6 投資有価証券売却損

7

8

9

10 土地売却手数料

11

12 たな卸資産評価損

13 損害賠償金

14 店舗閉鎖損失

15 定期借地権譲渡損

16 貸倒損失 36.7 52.0 52.7

△50.9 △139.1 31.5

0.1 0.3 0.0

0.1 0.2 0.0

△50.9 △139.2 31.5

当中間連結会計期間

2 －

9,112 16,954

前連結会計年度
要約損益計算書

自　平成17年 9月 1日 自　平成16年 9月 1日
至　平成18年 2月28日

△2,725,181

－

4,653

6,581法人税、住民税及び事業税

税金等調整前中間（当期）純利益（△損失）

期　別

連結子会社株式譲渡手数料

Ⅶ特別損失

連結子会社債権等売却損

法人税等調整額

少数株主損失

中間（当期）純利益（△損失） △3,554,343

6,814

5,029

－

前中間連結会計期間

自　平成16年 9月 1日

－

至　平成17年 2月28日

6,814

△3,552,558

－

－ 13,908

3,303,127

8,595

6,581

△2,727,108

3,308,440

13,908

至　平成17年 8月31日

科　目 金　　　額 金　　　額 金　　　額

26,247 15,313 787,818

250 －

190,402

－ 927,526 1,904,187

190,402

連結子会社株式売却損 249 － 249

連結子会社貸付金譲渡手数料 201,922 － 201,922

514,687

－ 32,419

51,372

250

－

219,177

53,332 424,245

－ 119,630

13,054

377,536

119,630

32,419

－

514,687 －

51,372

－

5,526,795

－ － 17,500

2,560,697 1,018,341－ 1,045,9781,045,978

－12－



(単位：千円)

Ⅰ

Ⅱ 資本剰余金増加高

1 増資による新株の発行

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

1

Ⅲ 利益剰余金減少高

1

Ⅳ

771,694－ － 267,500 267,500 771,694

連結子会社の減少に伴う増加高

利益剰余金中間期末（期末）残高

（利益剰余金の部）

（資本剰余金の部）

資本剰余金中間期末（期末）残高

資本剰余金期首残高

利益剰余金期首残高

利益剰余金増加高

中間（当期）純利益（△損失）

科　目

期　別

848,372

848,372

△ 5,154,272

1,548,576

前中間連結会計期間

金　　　額

至　平成17年 2月28日

自　平成16年 9月 1日

1,548,576

△ 3,554,343△3,554,343

△ 7,160,039

1,620,0661,887,566

△ 302,569 △ 5,154,272

－ － 1,548,576 1,548,576

△2,727,108 △ 2,727,108 3,303,127 3,303,127

△ 3,029,678 △ 302,569

1,620,066

自　平成16年 9月 1日

至　平成17年 8月31日

当中間連結会計期間 前連結会計年度

848,372

自　平成17年 9月 1日

至　平成18年 2月28日

金　　　額

　（３）中間連結剰余金計算書

金　　　額

－13－



（単位：千円）
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度
自　平成16年 9月 1日 自　平成17年 9月 1日 自　平成16年 9月 1日
至　平成17年 2月28日 至　平成18年 2月28日 至　平成17年 8月31日

金額 金額 金額

1 税金等調整前中間(当期)純利益(△は損失） △ 3,552,558 △ 2,725,181 3,308,440
2 減価償却費 494,932 272,318 947,835
3 減損損失 － 927,526 1,904,187
4 長期前払費用等償却費 2,369 1,061 3,825
5 連結調整勘定償却額 1,426 1,426 2,853
6 退職給付引当金の増減額 △ 16,008 △ 7,748 △ 30,321
7 賞与引当金の増減額 △ 2,480 △ 230 △ 1,270
8 完成工事補償引当金等の増減額 11,289 △ 17,028 26,860
9 貸倒引当金の増減額 6,221 31,765 15,421
10 受取利息及び配当金 △ 21,187 △ 784 △ 22,134
11 支払利息 129,889 119,005 259,358
12 新株発行費償却 － 40,706 22,879
13 為替差損益 22 1,357 134
14 連結子会社株式売却損 249 － 249
15 連結子会社株式譲渡手数料 － － 51,372
16 投資有価証券売却益 △ 12,116 － △ 12,116
17 貸倒損失 1,045,978 124 1,045,978
18 固定資産除却損 26,247 15,313 787,818
19 固定資産売却損益 73,787 △ 26,945 △ 49,079
20 リース解約損 － 9,112 16,954
21 前期損益修正損益 － △ 3,621 △ 18,138
22 売上債権の増減額 581,638 △ 1,760 749,430
23 たな卸資産の増減額 1,037,818 144,103 1,585,336
24 仕入債務の増減額 △ 616,612 △ 92,486 △ 1,059,550
25 債務免除益 － － △ 11,709,451
26 未払（未収）消費税等の増減額 △ 93,520 △ 1,916 △ 125,908
27 その他資産の増減額 △ 210,504 △ 18,952 39,098
28 その他負債の増減額 △ 1,824 13,342 △ 338,384

△ 1,114,943 △ 1,319,489 △ 2,598,320
29 利息及び配当金の受取額 21,222 301 22,279
30 利息の支払額 △ 43,624 △ 1,524 △ 52,680
31 リース解約違約金の支払額 － － △ 305
32 法人税等の支払額 △ 14,113 △ 43,692 △ 17,329

△ 1,151,459 △ 1,364,404 △ 2,646,356

1 有形固定資産の取得による支出 △ 127,083 △ 50,066 △ 129,779
2 有形固定資産の売却による収入 459,500 246,895 628,935
3 無形固定資産の取得による支出 △ 155 △ 26,429 △ 330,795
4 投資有価証券の売却による収入 61,217 1,200 64,817
5 貸付による支出 △ 95,080 △ 6,970 △ 97,670
6 貸付金の回収による収入 1,156,889 5,879 1,164,411
7 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 144,823 － 144,823
8 その他投資活動による支出 △ 121,973 △ 4,590 △ 221,435
9 その他投資活動による収入 282,603 100,000 441,795

1,760,741 265,918 1,665,102

1 短期借入れによる収入 620,000 2,718,000 1,460,000
2 短期借入金の返済による支出 △ 905,000 △ 631,036 △ 1,745,000
3 長期借入金の返済による支出 △ 391,083 － △ 391,083
4 社債の償還による支出 △ 100,000 △ 1,469,549 △ 100,000
5 新株予約権の発行による収入 － － 16,780
6 株式の発行による収入 － 530,000 1,531,608
7 その他財務活動による支出 － △ 40,706 △ 22,879

△ 776,083 1,106,708 749,426
△ 22 5,411 △ 134

△ 166,822 13,633 △ 231,962
418,975 187,012 418,975
252,152 200,645 187,012

年度別

　　(４)　中間連結キャッシュ・フロー計算書

科　目
Ⅰ．営業活動によるキャッシュ・フロー

小計

営業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ．投資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
Ⅲ．財務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
Ⅳ．現金及び現金同等物に係る換算差額
Ⅴ．現金及び現金同等物の増減額
Ⅵ．現金及び現金同等物の期首残高
Ⅶ．現金及び現金同等物の中間（期末）残高

－14 －
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前中間連結会計期間 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日 

当中間連結会計期間 

自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日 

前連結会計年度 

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 

当社グループは当中間連結会計期間におい

て、売上高6,982,302千円（前中間連結会計期

間14,919,288千円）となり、継続して営業損

失 1,685,496 千 円 ( 前 中 間 連 結 会 計 期 間

2,440,964千円)および中間純損失3,554,343千

円(前中間連結会計期間3,128,889千円)を計上

した結果、当中間連結会計期間末において、

5,707,099千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前連結会計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

連結会計年度から「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。 

継続企業の前提に関する注記 

当社グループは当中間連結会計年度におい

て、売上高1,958,758千円（前中間連結会計期

間6,982,302千円）となり、継続して営業損失

1,491,226千円(前中間連結会計期間1,685,496

千円)および中間純損失2,727,108千円(前中間

連結会計期間3,554,343千円)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。 

継続企業の前提に関する注記 

当社グループは当連結会計年度において、

売上高10,492,554千円（前連結会計年度

26,715,084千円）となり、継続して営業損失

3,487,998千円(前連結会計年度4,266,572千

円)および当期純利益3,303,127千円(前連結会

計年度は当期純損失5,361,243千円)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並びに本社

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。 
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前中間連結会計期間 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日 

当中間連結会計期間 

自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日 

前連結会計年度 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日 

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。 

当社グループは、上記の諸策が計画どおり

進展しない場合には、当社グループの経営に

重大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。中間連結財務

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中間連結

財務諸表には反映しておりません。 

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。 

当社グループは、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。当中間連結財務諸表は、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連結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。 

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。 

当社グループは、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。当連結財務諸表は、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

の影響を当連結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。 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

 

項目 

前中間連結会計期間 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日 

当中間連結会計期間 

自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日 

前連結会計年度 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日 

１ 連結の範囲に関する

事項 

①連結子会社は、㈱ピーア

ール二十一、㈱ディスト

ン・スペース、厦門長江

石材有限公司、㈱ホーメ

ストの４社であります。 

なお、ユアサ建材工業㈱

は平成16年11月29日付で

ダブル・アイ・テー・ジ

ャパン株式会社に全株式

を譲渡したため、当中間

連結会計期間の期首をみ

なし日として、連結の範

囲から除外しておりま

す。 

①連結子会社は、㈱ディス

トン・スペース、厦門長

江石材有限公司、㈱ホー

メストの３社であります

 

①連結子会社は、㈱ピーア

ール二十一、㈱ディスト

ン・スペース、厦門長江

石材有限公司、㈱ホーメ

ストの４社であります。

なお、株式会社ピーアー

ル二十一は、平成17年8

月31日をもって清算結了

いたしました。また、ユ

アサ建材工業㈱は、平成

16年11月29日にダブル・

アイ・テー・ジャパン㈱

に全株式を譲渡したた

め、当連結会計年度の期

首をみなし日として、連

結の範囲から除外してお

ります。 

 ②非連結子会社は㈱ホーム

ハウジング１社でありま

す。 

 なお、平成17年２月16日

付で㈱アークトウルスか

ら社名変更しておりま

す。 

(連結の範囲から除いた理

由) 

非連結子会社は、小規模

であり、総資産、売上

高、中間純損益(持分に

見合う額)及び利益剰余

金(持分に見合う額)等

は、いずれも中間連結財

務諸表に重要な影響を及

ぼしていないためであり

ます。 

②      

同左 

  

 

 

 

 

(連結の範囲から除いた理

由) 

同左 

② 

同左 

 

 

 

 

 

(連結の範囲から除いた理

由) 

非連結子会社は、小規模

であり、総資産、売上

高、当期純損益(持分に

見合う額)及び利益剰余

金(持分に見合う額)等

は、いずれも連結財務諸

表に重要な影響を及ぼし

ていないためでありま

す。 

２ 持分法の適用に関す

る事項 

①持分法適用の関連会社は

㈱大分フットボールクラ

ブの１社であります。 

① 

同左 

① 

同左 

 ②持分法を適用していない

非連結子会社(㈱ホーム

ハウジング)は中間純損

益及び利益剰余金等に及

ぼす影響が軽微であり、

かつ、全体としても重要

性がないため持分法の適

用範囲から除外しており

ます。 

② 

同左 

②持分法を適用していない

非連結子会社(㈱ホーム

ハウジング)は当期純損

益及び利益剰余金等に及

ぼす影響が軽微であり、

かつ、全体としても重要

性がないため持分法の適

用範囲から除外しており

ます。 

 ③持分法の適用の手続きに

ついて特に記載する必要

があると認められる事項 

持分法適用会社について

は、当該会社の事業年度

に係る財務諸表を使用し

ております。ただし、中

間連結決算日までの期間

に発生した重要な取引に

ついては、必要な調整を

行っております。 

③ 

同左 

③持分法の適用の手続きに

ついて特に記載する必要

があると認められる事項

持分法適用会社について

は、当該会社の事業年度

に係る財務諸表を使用し

ております。ただし、連

結決算日までの期間に発

生した重要な取引につい

ては、必要な調整を行っ

ております。 
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項目 

前中間連結会計期間 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日 

当中間連結会計期間 

自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日 

前連結会計年度 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日 

３ 連結子会社の中間

決算日（決算日）

等に関する事項 

連結子会社㈱ピーアール二

十一、㈱ディストン・スペ

ース、㈱ホーメストの中間

決算日は２月28日であり、

厦門長江石材有限公司の中

間決算日は６月30日であり

ます。中間連結財務諸表の

作成に当って、厦門長江石

材有限公司については、12

月31日の決算日現在の財務

諸表を使用しております。

ただし、中間連結決算日ま

での期間に発生した重要な

取引については連結上必要

な調整を行っております。 

連結子会社㈱ディストン・

スペース、㈱ホーメストの

中間決算日は２月28日であ

り、厦門長江石材有限公司

の中間決算日は６月30日で

あります。中間連結財務諸

表の作成に当って、厦門長

江石材有限公司について

は、12月31日の決算日現在

の財務諸表を使用しており

ます。ただし、中間連結決

算日までの期間に発生した

重要な取引については連結

上必要な調整を行っており

ます。 

連結子会社㈱ピーアール

二十一、㈱ディストン・

スペース、㈱ホーメスト

の決算日は８月31日であ

り、厦門長江石材有限公

司の決算日は12月31日で

あります。連結財務諸表

の作成に当って、厦門長

江石材有限公司について

は、6月30日の中間決算

日現在の財務諸表を使用

しております。ただし、

連結決算日までの期間に

発生した重要な取引につ

いては連結上必要な調整

を行っております。 

４ 会計処理基準に関す

る事項 

（1）重要な資産の評価

基準及び評価方法 

 

 

①有価証券 

その他有価証券 

・時価のあるもの 

中間連結決算日の市場

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 

移動平均法による原価

法によっております。 

 

 

①有価証券 

その他有価証券 

・時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

 

 

・時価のないもの 

同左 

 

 

①有価証券 

その他有価証券 

・時価のあるもの 

連結決算日の市場価格

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 

同左 

 

 ②たな卸資産 
未成工事支出金、仕掛不
動産 

  個別法による原価法 
 商品・製品・原材料 
  総平均法による原価法 
 貯蔵品 
  最終仕入原価法 
 販売用不動産 
  個別法による原価法 

②たな卸資産 
 未成工事支出金、仕掛不
動産 

同左 
 商品・製品・原材料 

同左 
 貯蔵品 

同左 
 販売用不動産 

同左 

②たな卸資産 
 未成工事支出金、仕掛不
動産 

同左 
 商品・製品・原材料 

同左 
 貯蔵品 

同左 
 販売用不動産 

同左 

（2）重要な減価償却資
産の減価償却の方
法 

 

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･構築物 ３～65年

その他有形固定資産 

機械･運搬具･

工具器具備品 ２～20年

①有形固定資産 

同左 

①有形固定資産 

同左 
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項目 

前中間連結会計期間 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日 

当中間連結会計期間 

自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日 

前連結会計年度 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日 

 
 
 
 
 
 
 

 

②無形固定資産 
営業権については、商法
施行規則の規定による最
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。 

②無形固定資産 
同左 

②無形固定資産 
     同左 

 ③長期前払費用 
 均等償却によっておりま
す。 

③長期前払費用 
同左 

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 

(4) 重要な引当金の計
上基準 

 

①貸倒引当金 
 債権の貸倒による損失に
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
別に回収可能性を検討
し、回収不能見込額を計
上しております。 

①貸倒引当金 
同左 

①貸倒引当金 
同左 

      

 ②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、当中間連結
会計期間の負担額を計上
しております。 

②賞与引当金 
同左 

②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、当連結会計
年度末の負担額を計上し
ております。 

 ③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。 

③完成工事補償引当金 
同左 

③完成工事補償引当金 
同左 

  

 ④退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度

末の退職給付債務の見込

額に基づき、当中間連結

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
の発生時の従業員の平均
残存勤務期間以内の一定
年数（１年）による定額
法により翌連結会計年度
に費用処理しておりま
す。 

④退職給付引当金 
同左 

④退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度

末の退職給付債務の見込

額に基づき、当連結会計

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
の発生時の従業員の平均
残存勤務期間以内の一定
年数（１年）による定額
法により翌連結会計年度
に費用処理しておりま
す。 

 ⑤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。 

⑤役員退職慰労引当金 
― 

⑤役員退職慰労引当金 
― 

  



― 20 ― 20

 

 

      

項目 

前中間連結会計期間 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日 

当中間連結会計期間 

自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日 

前連結会計年度 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日 

 ⑥メンテナンスサービス引
当金 

 新築住宅工事に係るメン
テナンスサービス費用の
支出に充てるため、当中
間連結会計期間における
完成工事物件に対する将
来のメンテナンスサービ
ス費用負担見込額を計上
しております。 

⑥メンテナンスサービス引
当金 

同左 

⑥メンテナンスサービス引
当金 
新築住宅工事に係るメン
テナンスサービス費用の
支出に充てるため、当連
結会計年度における完成
工事物件に対する将来の
メンテナンスサービス費
用負担見込額を計上して
おります。 

(5) 中間連結財務諸表
（連結財務諸表）
の作成の基準とな
った連結会社の財
務諸表の作成にあ
たって採用した重
要な外貨建の資産
又は負債の本邦通
貨への換算の基準 

 
 

外貨建金銭債権債務は、中
間連結決算日の直物為替相
場により円貨に換算し、換
算差額は損益として処理し
ております。なお、在外子
会社等の資産及び負債は、
在外子会社等の決算日の直
物為替相場により円貨に換
算し、収益及び費用は期中
平均相場により円貨に換算
し、換算差額は少数株主持
分及び資本の部における為
替換算調整勘定に含めてお
ります。 

 
同左 

外貨建金銭債権債務は、連
結決算日の直物為替相場に
より円貨に換算し、換算差
額は損益として処理してお
ります。なお、在外子会社
等の資産及び負債は、在外
子会社等の決算日の直物為
替相場により円貨に換算
し、収益及び費用は期中平
均相場により円貨に換算
し、換算差額は少数株主持
分及び資本の部における為
替換算調整勘定に含めてお
ります。 

(6) 重要なリース取引
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 

(7) 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 

(8) その他中間連結財
務諸表（連結財務
諸表）作成のため
の重要な事項 

 

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 
 

５ 中間連結キャッシ
ュ・フロー計算書
（連結キャッシュ・
フロー計算書）にお
ける資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可
能な預金及び容易に換金可
能、かつ、価値の変動につ
いて僅少なリスクしか負わ
ない取得日から３ヶ月以内
に償還期限の到来する短期
投資からなっております。 

 
同左 

 
同左 
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会計処理の変更 

前中間連結会計期間 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日 

当中間連結会計期間 

自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日 

前連結会計年度 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日 

 前中間連結会計期間において有形
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、前連結会計年度
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、前連結会計年度の下期
において減損の兆候が生じたため、
前連結会計年度末より（｢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、当中間連結会計
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、前中間連結会計期間にお
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、当連結会計年度から
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「事業再生計

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（当連結会計年度下半
期）に検討をおこないました。当該
「事業再生計画」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
成の別紙事業再生計画に合意する」
旨の議案が可決承認されたことによ
り、当連結会計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、税金等調整前当期純

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 

前中間連結会計期間 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日 

当中間連結会計期間 

自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日 

1.前中間連結会計期間において営業外収益の「その
他」に含めて表示されておりました「受取保険料」
については、当中間連結会計期間において営業外収
益の合計額の100分の10を超えたため、区分掲記する
ことといたしました。なお、前中間連結会計期間の
「受取保険料」は341千円であります。 

2.前中間連結会計期間において営業外費用の「支払利
息」に含めて表示されておりました「社債利息」に
ついては、当中間連結会計期間において営業外費用
の合計額の100分の10を超えたため、区分掲記するこ
とといたしました。なお、前中間連結会計期間の
「社債利息」は30,010千円であります。 

1.前中間連結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（当中間連結会計期間２円）」は当中間
連結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.前中間連結会計期間において流動負債の「その他」に含
めて表示しておりました「未払金」は、当中間連結会計
期間において負債、少数株主持分及び資本の合計額の
100分の５を超えたため、当中間連結会計期間より区分
掲記することといたしました。なお、前中間連結会計期
間の「未払金」は518,113千円であります。 

3.前中間連結会計期間において区分掲記しておりました
「社債利息（当中間連結会計期間5,468千円）」は当中
間連結会計期間において営業外費用の合計額の100分の
10以下となったため「支払利息」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 

(中間連結貸借対照表関係) 

前中間連結会計期間末 
平成17年２月28日現在 

当中間連結会計期間末 
平成18年２月28日現在 

前連結会計年度末 
平成17年８月31日現在 

※１ 担保に供している資産並びに

担保付債務は次のとおりであり

ます。 

担保資産  

現金預金 100,000 千円

建物・構築物 8,463,717 

土地 6,627,897 

完成工事未収入金
等 

123,995 

その他たな卸資産  

(原材料) 4,463 

計 15,320,074 

  

担保付債務  

工事未払金等 40,348 千円

短期借入金 1,172,823 

その他（未払金） 292,101 

その他(１年以内
償還予定社債) 

140,000 

長期借入金 4,570,947 

長期未払金 1,068,280 

計 7,284,500 
 

※１ 担保に供している資産並びに

担保付債務は次のとおりであり

ます。 

担保資産 

建物・構築物 7,498,729 千円

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 

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 

※１ 担保に供している資産並びに

担保付債務は次のとおりであり

ます。 

担保資産 

現金預金 100,000 千円

完成工事未収入金
等 

73,026

その他たな卸資産 4,680

建物・構築物 7,759,910

土地 5,379,031

計 13,316,649

 
 

担保付債務 

工事未払金等 3,132 千円

短期借入金 1,596,919

未払金 392,257

その他(１年以内
償還予定社債) 

140,000

長期借入金 4,146,851

長期未払金 968,124

計 7,247,284 

２ 受取手形割引高   16,800千円 ２           ――― ２           ――― 

※３ 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。 

※３ 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。 

※３ 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。 

※４ 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。 

※４ 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（94,987千円）は投資その

他の資産のその他に含んでおり

ます。 

※４ 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。 

※５  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。 

※５  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。 

※５  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。 

６  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 

６  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 

６  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    77,997千円 

計      77,997 
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前中間連結会計期間末 
平成17年２月28日現在 

当中間連結会計期間末 
平成18年２月28日現在 

前連結会計年度末 
平成17年８月31日現在 

７  当中間連結会計期間において、

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            

――― 

 

７  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 

 

※８   

――― 

※８ 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。 

※８   

同左 
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(中間連結損益計算書関係) 

前中間連結会計期間 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日 

当中間連結会計期間 

自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日 

前連結会計年度 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のと

おりであります。 

広告宣伝費 95,587 千円

給料手当 788,910 

法定福利費 97,693 

連結調整勘定 

償却額 
6,398 

賞与引当金 

繰入額 
568 

退職給付費用 1,589 

顧問料等 297,655 
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のとお

りであります。 

給料手当 526,939 千円

退職給付費用 8,793

貸倒引当金繰入

額 
5,483

減価償却費 218,555

顧問料 389,475
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のと

おりであります。 

広告宣伝費 106,482 千円

給料手当 1,452,419

退職給付費用 5,761

貸倒引当金繰入

額 
15,563

減価償却費 655,625

顧問料 638,958
 

※２ 前期損益修正益の内容は次の

とおりであります。 

過年度製造原価修正  1,838千円 

過年度完成工事補償引

当金戻入益 
   346 

計  2,184 
 

※２ 前期損益修正益の内容は次の

とおりであります。 

過年度賞与引当金  3,260千円

過年度売上原価    278 

その他     85 

計  3,623 
 

※２ 前期損益修正益の内容は次の

とおりであります。 

過年度賞与引当金 8,195千円

過年度顧問料 6,256 

過年度売上原価 3,687 

計 18,138 
 

※３ 固定資産売却益の内容は次

のとおりであります。  

土地  116,615 千円 

 
 

※３ 固定資産売却益の内容は次

のとおりであります。  

建物・構築物    2,923千円

土地  24,021 

計 26,945 

 
 

※３ 固定資産売却益の内容は次の

とおりであります。 

建物・構築物  22,587 千円

機械・運搬具・

工具器具備品 
85 

土地  216,809 

計 239,482 
 

※４  

――― 

※４ 前期損益修正損の内容は次

のとおりであります。 

過年度投資有価証券売却益 2千円

計 2 
 

※４ 

――― 

※５ 固定資産除却損の内容は次の

とおりであります。 

建物・構築物 24,564 千円

工具器具備品 1,682 

計 26,247 
 

※５ 固定資産除却損の内容は次の

とおりであります。 

建物・構築物 15,035 千円

運搬具 277

計 15,313
 

※５ 固定資産除却損の内容は次の

とおりであります。 

建物・構築物 781,745 千円

機械・運搬具・

工具器具備品 
6,072

計 787,818
 

※６ 固定資産売却損の内容は次の

とおりであります。 

建物・構築物 4,088千円

機械・運搬具・ 

工具器具備品 
93,338 

土地 92,975 

計    190,402 
 

※６  

――― 

※６ 固定資産売却損の内容は次の

とおりであります。 

建物・構築物 4,087千円

機械・運搬具・ 

工具器具備品 
93,337 

土地 92,975 

計    190,402 
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前中間連結会計期間 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日 

当中間連結会計期間 

自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日 

前連結会計年度 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日 

※７ 

――― 

※７ 当中間連結会計期間におい

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。

※７ 当連結会計年度において、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。 

 

※８  

――― 

※８ リース解約損の内容は次のと

おりであります。 

リース解約違約金 9,112千円
 

※８ リース解約損の内容は次のと

おりであります。 

リース解約違約金 16,954千円
 

※９ 

――― 

※９ 

――― 

※９ 平成17年８月３日の社債権者

集会において130億円の一部債

務の免除についての決議をい

ただき同22日に管轄の裁判所

から当該決議についての認可

決定を得たこと、及び当該免除

の条件である13億円の支払い

は８月末時点で確実に実行可

能であったことから、決算日に

おいて当該債務免除益計上の

要件が充足されており、当期に

係る利益として計上しており

ます。 
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 (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
前中間連結会計期間 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日 

当中間連結会計期間 

自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日 

前連結会計年度 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日 

１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に記載

されている科目の金額との関係 

現金預金勘定 352,152千円 

預入期間が 

３ヶ月を超える 

定期預金 

100,000千円 

現金及び 

現金同等物 
252,152千円 

 

１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に記載

されている科目の金額との関係 

現金預金勘定 200,645千円

預入期間が 

３ヶ月を超える

定期預金 

―千円

現金及び 

現金同等物 
200,645千円

 

１ 現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に記載されてい

る科目の金額との関係 

現金預金勘定 287,012千円

預入期間が 

３ヶ月を超える 

定期預金 

100,000千円

現金及び 

現金同等物 
187,012千円

 

２ 

――― 

２ 

――― 

２ 株式の売却により連結子会社で

なくなった会社の資産及び負債の

主な内容 

 株式の売却により連結除外となっ

た会社の連結除外時の資産及び負

債の内容並びに株式の売却価額と

売却による収入（純額）との関係

は次のとおりであります。 

流動資産 2,397,080千円

固定資産 2,759,356

繰延資産 －

流動負債 1,733,276

固定負債 3,153,455

連結調整勘定 －

連結子会社株式

売却損 
249

ユアサ建材工業

㈱株式の売却価

格 

269,705

ユアサ建材工業

㈱現金及び現金

同等物 △124,881

差引：ユアサ建

材工業㈱売却に

よる収入 144,823
 

３ 

――― 

３ 重要な非資金取引 

新株予約権の行

使による資本金

増加額 

265,000千円

新株予約権の行

使による資本準

備金増加額 265,000

新株予約権の行

使による新株予

約権の減少額 530,000
 

３ 重要な非資金取引 

新株予約権の行

使による資本金

増加額 

647,692千円

新株予約権の行

使による資本準

備金増加額 647,692

新株予約権の行

使による新株予

約権の減少額 1,295,384
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(リース取引関係) 

前中間連結会計期間 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日 

当中間連結会計期間 

自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日 

前連結会計年度 

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・運
搬具・
工具器
具備品 

529,174 381,652 147,521 

その他
無形固
定資産 

21,152 8,671 12,480 

合計 550,327 390,324 160,002 
 

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・運
搬具・
工具器
具備品

309,944 242,391 67,552

その他
無形固
定資産

21,152 12,902 8,250

合計 331,097 255,293 75,803

  

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・運
搬具・
工具器
具備品

505,455 407,154 98,301

その他
無形固
定資産

21,152 10,787 10,365

合計 526,608 417,941 108,666

 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 76,108 千円 

１年超 88,083  

合計 164,191  
 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 70,100 千円

１年超 23,135

合計 93,236

  

２ 未経過リース料期末残高相当額

  

１年内 62,665 千円

１年超 49,251

合計 111,917
 

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 65,634 千円 

減価償却費相当額 63,346  

支払利息相当額 2,539  
 

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 28,576 千円

減価償却費相当額 32,863

支払利息相当額 901
 

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 106,228 千円

減価償却費相当額 101,853

支払利息相当額 4,034

  

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 

  リース料金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) 

前中間連結会計期間末 (平成17年２月28日現在) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

   該当事項はありません。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

(単位：千円) 

 中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

非上場株式(店頭売買株式を除く) 5,000

 

 

当中間連結会計期間末 (平成18年２月28日現在) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

   該当事項はありません。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

(単位：千円) 

 中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

非上場株式(店頭売買株式を除く) 0

 

前連結会計年度（平成17年８月31日現在） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

   該当事項はありません。 

  
２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成16年９月１日 至 平成17年８月31日） 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

66,217 12,367 250 

  

３ 時価評価されていない主な有価証券 

区分 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

① 非上場株式 0 

合計 0 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

１.取引の状況に関する事項 

前中間連結会計期間（自 平成 16 年９月１日  至 平成 17 年２月 28 日） 

 当社および連結子会社はデリバティブ取引を全く行なっておりませんので、該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間（自 平成 17 年９月１日  至 平成 18 年２月 28 日） 

 当社および連結子会社はデリバティブ取引を全く行なっておりませんので、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自 平成 16 年９月１日  至 平成 17 年８月 31 日） 

 当社および連結子会社はデリバティブ取引を全く行なっておりませんので、該当事項はありません。 
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(セグメント情報) 

１．事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自 平成 16 年９月１日  至 平成 17 年２月 28 日） 

     （単位：千円）

 トータル 

リフォーム事業
新築事業 その他事業 計 

消去又は 

全社 
連結 

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 4,533,086 1,159,676 1,289,539 6,982,302 － 6,982,302

(2)セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
664 － 3,142 3,806 (3,806) －

計 4,533,750 1,159,676 1,292,682 6,986,109 (3,806) 6,982,302

営業費用 6,200,756 1,293,424 1,161,101 8,655,283 12,515  8,667,798

営業利益又は営業損失(△) △1,667,006 △133,748 131,580 △1,669,174 (16,322) △1,685,496

(注)１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．(1)トータルリフォーム事業・・・有店舗を核とした一般住宅、事業用建物の外壁塗装、室内リフォ

ームをはじめとした総合リフォーム事業及びそれに付随する事業 

(2)新築事業・・・・・・・・・・新築住宅の施工販売及びそれに付随する事業 

(3)その他の事業・・・・・・・・住まいのデパート「ペンタくん」における物品販売、当社の情報

処理業務、石材の製造販売 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(29,333 千円)は、親会社のソフトウ

ェアの償却費であります。 

４． その他事業に含まれる製品・商品部門において前中間連結会計期間の売上高は 110,978 千円でしたが、

平成 17 年 11 月までのユアサ建材工業㈱との内部取引高（999,172 千円）が、下記のとおり連結除外

したことにより売上計上されたため、当中間連結会計期間の売上高は、1,289,539 千円となり大幅な

増加となりましたが、今後、連結除外後は当該取引を行わないため、一時的な売上増加としてセグメ

ント区分の変更を行っておりません。 

５．前連結会計年度において、建材事業の主な会社でありましたユアサ建材工業株式会社は、平成 16 年

11 月 29 日付をもって全株式をダブル･アイ･テー･ジャパン株式会社に譲渡したため、当中間連結会計

期間の期首をみなし日として連結の範囲から除外しております。それに伴い、当中間連結会計期間に

おいて、建材事業の売上高及び営業利益の金額が、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額

の合計額に占める割合が 10％未満となるため、前連結会計年度において建材事業としていた株式会社

ディストン･スペース及び厦門長江石材有限公司を、その他事業に含めることとする事業区分の変更

を行っております。 

 

当中間連結会計期間（自 平成 17 年９月１日  至 平成 18 年２月 28 日） 

     （単位：千円）

 トータル 

リフォーム事業
新築事業 その他事業 計 

消去又は 

全社 
連結 

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 1,638,065 285,727 34,965 1,958,758 － 1,958,758

(2)セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
－ － 49 49 (49) －

計 1,638,065 285,727 35,014 1,958,807 (49) 1,958,758

営業費用 3,039,865 373,188 30,952 3,444,006 5,979  3,449,985

営業利益又は営業損失(△) △1,401,799 △87,461 4,062 △1,485,198 (6,028) △1,491,226

(注)１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．(1)トータルリフォーム事業・・・有店舗を核とした一般住宅、事業用建物の外壁塗装、室内リフォ

ームをはじめとした総合リフォーム事業及びそれに付随する事業 

(2)新築事業・・・・・・・・・・新築住宅の施工販売及びそれに付随する事業 

(3)その他の事業・・・・・・・・住まいのデパート「ペンタくん」における物品販売、石材の製造

販売 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(5,962 千円)は、親会社のソフトウ

ェアの償却費であります。 
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前連結会計年度（自平成 16 年９月１日 至平成 17 年８月 31 日） 

     （単位：千円）

 トータル 

リフォーム事業
新築事業 その他事業 計 

消去又は 

全社 
連結 

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 7,202,564 1,964,185 1,325,803 10,492,554 － 10,492,554

(2)セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
－ － 3,089 3,089 (3,089) －

計 7,202,564 1,964,185 1,328,893 10,495,644 (3,089) 10,492,554

営業費用 10,587,324 2,181,397 1,205,646 13,974,368 6,184 13,980,553

営業利益又は営業損失(△) △3,384,759 △217,212 123,246 △3,478,724 (9,273) △3,487,998

   （注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．(1)トータルリフォーム事業・・・有店舗販売を核とした一般住宅、事業用建物の外壁塗装、室

内リフォームをはじめとした総合リフォーム事業及びそれ

に付随する事業 

(2)新築事業・・・・・・・・・・新築住宅の施工販売及びそれに付随する事業 

(3)その他の事業・・・・・・・・住まいのデパート「ペンタくん」における物品販売、石材の

製造販売 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（30,836千円）は、当社のソ

フトウェアの償却費であります。 

４．その他の物品販売において、平成17年11月までのユアサ建材工業㈱との内部取引高（999,172千

円）が、下記のとおり連結除外したことにより売上計上されたため、大幅な増加となりました

が、今後、連結除外後は当該取引を行わないため、一時的な売上増加としてセグメントの区分

の変更を行っておりません。  

 

前連結会計年度において、建材事業の主な会社でありましたユアサ建材工業株式会社は、平成 16 年 11

月 29 日付をもって全株式をダブル･アイ･テー･ジャパン株式会社に譲渡したため、当連結会計年度の期

首をみなし日として連結の範囲から除外しております。それに伴い、当連結会計年度において、建材事

業の売上高及び営業利益の金額が、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める

割合が 10％未満となるため、前連結会計年度において建材事業としていた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を、その他事業に含めることとする事業区分の変更を行っております。 

 

２．所在地別セグメント情報 

  前中間連結会計期間（自 平成 16 年９月１日  至 平成 17 年２月 28 日） 

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が 90％を超えているため、記載を省略しております。 

  当中間連結会計期間（自 平成 17 年９月１日  至 平成 18 年２月 28 日） 

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が 90％を超えているため、記載を省略しております。 

  前連結会計年度（自 平成 16 年９月１日  至 平成 17 年８月 31 日） 

全セグメントの売上高に合計に占める「日本」の割合が 90％を超えているため、記載を省略しております。 

  

３．海外売上高 

  前中間連結会計期間（自 平成 16 年９月１日  至 平成 17 年２月 28 日） 

海外売上高がないため、記載しておりません。 

  当中間連結会計期間（自 平成 17 年９月１日  至 平成 18 年２月 28 日） 

海外売上高がないため、記載しておりません。 

  前連結会計年度（自 平成 16 年９月１日  至 平成 17 年８月 31 日） 

海外売上高がないため、記載しておりません。 
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 (１株当たり情報) 

前中間連結会計期間 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日 

当中間連結会計期間 

自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日 

前連結会計年度 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日 

１株当たり純資産額 

△31,740円84銭 

１株当たり純資産額 

257円95銭

１株当たり純資産額 

1,744円96銭

１株当たり中間純損失金額 

19,767円99銭 

１株当たり中間純損失金額 

1,426円28銭

１株当たり当期純利益金額 

10,554円37銭

潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額については、１株当たり中

間純損失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株当たり中間純

利益金額については、１株当たり中

間純損失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 

10,297円75銭

(注)１株当たり中間(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。 

   
前中間連結会計期間 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日 

当中間連結会計期間 

自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日 

前連結会計年度 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日 

１株当たり中間（当期）純利益又は中間

（当期）純損失 
 

中間(当期)純利益又は中間（当

期）純損失（△） 
(千円) △3,554,343 △2,727,108 3,303,127

普通株主に帰属しない金額 
(千円)

― ―  ―

普通株式に係る中間(当期)純利

益又は中間（当期）純損失（△）
(千円) △3,554,343 △2,727,108 3,303,127

期中平均株式数 (株) 179,803 1,912,046 312,963

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）
純利益又は中間（当期）純損失 

 

普通株式増加数 (株) ― ― 7,799

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当り中間（当期）純損失の算定

に含めなかった潜在株式の概要 

130％コールオプション条
項付第１回無担保転換社
債（額面総額130億円）及
び新株予約権（新株予約権
の目的となる株式の数360
個）。 

――― ――― 
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（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日 

当中間連結会計期間 

自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日 

前連結会計年度 

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 

前連結会計年度に占める割合 

 
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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前中間連結会計期間 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日 

当中間連結会計期間 

自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日 

前連結会計年度 

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

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。 

 

 

 

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

ては連結損益計算書※８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） 
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前中間連結会計期間 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日 

当中間連結会計期間 

自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日 

前連結会計年度 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日 

(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） 

（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の総額

880,320,000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

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 
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前中間連結会計期間 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日 

当中間連結会計期間 

自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日 

前連結会計年度 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日 

（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。 

   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

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。 
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前中間連結会計期間 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日 

当中間連結会計期間 

自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日 

前連結会計年度 

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。 

    
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。 

（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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前中間連結会計期間 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日 

当中間連結会計期間 

自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日 

前連結会計年度 

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 
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前中間連結会計期間 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日 

当中間連結会計期間 

自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日 

前連結会計年度 

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 
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前中間連結会計期間 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日 

当中間連結会計期間 

自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日 

前連結会計年度 

自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日 

となったため、市場で買入消却

をす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。 
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５．生産、受注及び販売の状況 

 
(1) 仕入実績 

当中間連結会計期間における仕入状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  (単位：千円)

事業の種類別セグメントの名称 金   額 
前年同期比 

（％） 

 トータルリフォーム事業   

 ( 塗 装 工 事 )  54,124  △31.8

 ( リ フ ォ ー ム 工 事 )  156,691  △75.3

 ( 不 動 産 事 業 )  63,900  △11.8

 トータルリフォーム事業の計  274,715  △65.0

 新 築 事 業  1,779  △88.1

 その他事業(製・商品その他)  26,744  △97.4

 合      計  303,239  △83.3

（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２．金額は、仕入価格によっており、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 受注状況 
当中間連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  （単位：千円）

事業の種類別セグメントの名称 受注高 
前年同期比

（％） 
受注残高 

前年同期比

（％） 

 トータルリフォーム事業   

 ( 塗 装 工 事 )  937,755 △10.9 284,714 ＋31.9

 ( リ フ ォ ー ム 工 事 )  587,683 △72.1 453,435 △65.9

 トータルリフォーム事業の計  1,525,439 △51.7 738,149 △52.3

 新 築 事 業  28,784 △92.0 295,799 △79.8

 合      計  1,554,223 △55.8 1,033,949 △65.6

（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２．金額は、販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。 

 

(3) 販売実績 
当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  （単位：千円）

事業の種類別セグメントの名称 金   額 
前年同期比 

（％） 

 トータルリフォーム事業   

 ( 塗 装 工 事 )  865,636  △22.2

 ( リ フ ォ ー ム 工 事 )  717,572  △75.7

 ( 不 動 産 事 業 )  54,856  △88.2

 トータルリフォーム事業の計  1,638,065  △63.9

 新 築 事 業  285,727  △75.4

 その他事業(製・商品その他)  34,965  △97.3

 合      計  1,958,758  △71.9

（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２．金額は、販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。 

３．販売実績総額に対する割合が、100 分の 10 以上に該当する相手先はありません。 

 


