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決算取締役会開催日 平成18年４月21日 中間配当制度の有無 有

定時株主総会開催日 平成18年５月25日 単元株制度採用の有無 有（１単元　1,000株）

１．18年２月期の業績（平成17年３月１日～平成18年２月28日）

(1）経営成績 （記載金額は百万円未満を切捨表示）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年２月期 68,721 (△4.5) △327  (　－　) △1,136  (　－　)

17年２月期 71,941 (△0.8) 841 (△21.3) 494 (157.0)

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年２月期 △3,860  (　－　) △146 26 ──── △43.1 △2.4 △1.7

17年２月期 27 (△70.1) 1 03 ──── 0.3 0.9 0.7

（注）１．期中平均株式数 18年２月期 26,397,189株 17年２月期 26,406,051株

２．会計処理の方法の変更 有

３．売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2）配当状況 （記載金額は百万円未満を切捨表示）

１株当たり年間配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
株主資本
配当率中間 期末

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年２月期 0 00 0 00 0 00 ─── ─── ───

17年２月期 5 00 0 00 5 00 132 485.1 1.2

(3）財政状態 （記載金額は百万円未満を切捨表示）

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年２月期 41,176 7,112 17.3 269 46

17年２月期 52,720 10,802 20.5 409 15

（注）１．期末発行済株式数 18年２月期 26,393,456株 17年２月期 26,401,856株

２．期末自己株式数 18年２月期 32,544株 17年２月期 24,144株

２．19年２月期の業績予想（平成18年３月１日～平成19年２月28日） （記載金額は百万円未満を切捨表示）

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

中間 期末

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中間期 30,800 △230 △1,270 00 00 ─── ───

通　期 63,300 300 △800 ─── 0 00 0 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　△30円31銭

※　業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算定したものであり、実際の業績は

今後様々な要因により、予想数値と異なる場合があります。



６．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

第42期
（平成17年２月28日）

第43期
（平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 6,646,082 3,113,504

２．受取手形  12,287 8,394

３．売掛金 2,553,148 2,431,048

４．商品 15,994,860 14,502,580

５．前渡金 120,842 17,327

６．前払費用 124,925 112,439

７．繰延税金資産 398,740 －

８．未収収益 423,868 303,889

９．未収入金 729,299 1,280,889

10．１年内回収予定従業員長
期貸付金

10,300 7,238

11．その他 6,365 7,920

12．貸倒引当金 △1,019 △3,444

流動資産合計 27,019,702 51.3 21,781,787 52.9

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産

１．建物 ※１ 9,381,054 8,491,781

減価償却累計額 5,755,382 3,625,672 5,273,809 3,217,971

２．構築物 ※１ 54,082 37,672

減価償却累計額 44,411 9,671 31,684 5,987

３．機械及び装置 ※４ 810,080 810,080

減価償却累計額 562,111 247,968 605,506 204,573

４．器具及び備品 ※４ 6,017,047 4,542,509

減価償却累計額 5,039,328 977,719 3,712,476 830,032

５．土地 ※1,5 3,097,457 3,039,673

６．建設仮勘定  1,416 1,417

有形固定資産合計 7,959,905 15.1 7,299,657 17.7

－ 39 －



第42期
（平成17年２月28日）

第43期
（平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

(2）無形固定資産

１．借地権 61,414 61,414

２．ソフトウェア 128,695 205,934

３．ソフトウェア仮勘定 3,412 －

４．電話加入権 65,278 46,161

無形固定資産合計 258,801 0.5 313,510 0.8

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 ※１ 1,099,040 1,453,204

２．関係会社株式 10,000 100,000

３．出資金 379 379

４．従業員長期貸付金 8,918 7,398

５．長期前払費用 61,603 85,416

６．繰延税金資産 1,830,434 －

７．敷金及び保証金 ※１ 11,948,934 9,284,302

８．長期未収入金 687,044 679,329

９．長期性預金 2,100,000 500,000

10．その他 36,855 37,022

11．貸倒引当金 △300,621 △365,914

投資その他の資産合計 17,482,588 33.1 11,781,138 28.6

固定資産合計 25,701,294 48.7 19,394,306 47.1

資産合計 52,720,997 100.0 41,176,094 100.0

     

－ 40 －



第42期
（平成17年２月28日）

第43期
（平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形  980,049 640,621

２．買掛金 2,666,135 2,471,182

３．短期借入金 ※１ 4,282,000 3,153,692

４．１年内返済予定長期借入
金

※１ 10,985,560 5,903,170

５．１年内償還予定社債 860,000 860,000

６．未払金 387,336 755,000

７．未払費用 688,607 615,237

８．未払法人税等 123,729 196,541

９．未払消費税等 151,874 67,576

10．前受金 17,873 14,384

11．預り金 40,787 35,656

12．賞与引当金 225,257 199,857

13．ポイントサービス　   
　引当金

292,680 266,378

14．返品調整引当金 298 219

15．設備支払手形 100,906 65,614

流動負債合計 21,803,100 41.4 15,245,130 37.0

Ⅱ　固定負債

１．社債 2,640,000 1,780,000

２．長期借入金 ※１ 13,050,250 12,914,120

３．再評価に係る繰延税金負
債

※５ 303,319 303,319

４．繰延税金負債  － 182,148

５．退職給付引当金 3,760,074 1,807,195

６．役員退職慰労引当金 171,281 197,601

７．債務保証損失引当金 100,000 100,000

８．長期未払金 － 1,502,262

９．預り保証金 13,574 18,610

10．その他 77,128 13,613

固定負債合計 20,115,628 38.1 18,818,870 45.7

負債合計 41,918,728 79.5 34,064,001 82.7

－ 41 －



第42期
（平成17年２月28日）

第43期
（平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※２ 3,180,800 6.0 3,180,800 7.7

Ⅱ　資本剰余金

資本準備金 2,673,780 2,673,780

資本剰余金合計 2,673,780 5.1 2,673,780 6.5

Ⅲ　利益剰余金

利益準備金 795,200 795,200

任意積立金

　別途積立金 7,600,000 7,600,000

当期未処分利益又は
当期未処理損失（△）

135,462 △4,169,054

利益剰余金合計 8,530,662 16.2 4,226,145 10.3

Ⅳ　土地再評価差額金 ※５ △3,808,332 △7.2 △3,496,789 △8.5

Ⅴ　その他有価証券評価差額金 230,525 0.4 535,756 1.3

Ⅵ　自己株式 ※３ △5,166 △0.0 △7,598 △0.0

資本合計 10,802,268 20.5 7,112,093 17.3

負債資本合計 52,720,997 100.0 41,176,094 100.0

     

－ 42 －



(2）損益計算書

第42期
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

第43期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 71,941,370 100.0 68,721,604 100.0

Ⅱ　売上原価

１．商品期首たな卸高 16,233,333 15,994,860

２．当期商品仕入高 50,038,092 47,020,912

合計 66,271,425 63,015,772

３．他勘定振替高 ※１ 10,256 78,540

４．商品期末たな卸高 15,994,860 14,502,580

５．返品調整引当金戻入額 335 50,265,973 69.9 79 48,434,571 70.5

売上総利益 21,675,396 30.1 20,287,032 29.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．広告宣伝費 87,447 16,222

２．ポイントサービス引当金
繰入額

292,680 266,378

３．役員退職慰労引当金繰入
額

25,899 26,319

４．給与手当 6,580,311 6,864,499

５．退職給付費用 866,955 504,470

６．賞与 524,610 389,371

７．賞与引当金繰入額 225,257 199,857

８．地代家賃 7,792,184 7,695,772

９．減価償却費 797,154 761,985

10．その他 3,641,505 20,834,007 28.9 3,890,035 20,614,912 30.0

営業利益又は
営業損失（△）

841,389 1.2 △327,880 △0.5

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 13,149 9,588

２．受取配当金 10,155 11,468

３．受取手数料 33,269 32,952

４．営業補償金受取額 26,158 2,000

５．受取保険金 ※３ 503,032 －

６．損害補償金受取額  － 20,577

７．デリバティブ評価益 6,100 63,515

８．その他 66,651 658,517 0.9 63,621 203,723 0.3

       

－ 43 －



第42期
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

第43期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 849,091 753,657

２．社債利息 13,308 17,724

３．出店契約解約金 － 136,632

４．その他 143,065 1,005,465 1.4 104,199 1,012,213 1.5

経常利益又は
経常損失（△）

494,440 0.7 △1,136,370 △1.7

Ⅵ　特別利益

１．貸倒引当金戻入益 9,193 －

２．厚生年金基金代行返上益 － 2,142,528

３．投資有価証券売却益 － 94,830

４．その他 26 9,220 0.0 － 2,237,359 3.3

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※２ 162,860 385,326

２．減損損失  ※４ － 465,565

３．確定拠出年金制度導入費
用

 － 1,582,394

４．商品廃棄損  10,256 78,540

５．その他 9,466 182,583 0.3 119,996 2,631,824 3.8

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失
（△）

321,077 0.4 △1,530,835 △2.2

法人税、住民税　　　
及び事業税

123,755 125,707

法人税等調整額 170,103 293,859 0.4 2,204,422 2,330,129 3.4

当期純利益又は
当期純損失（△）

27,218 0.0 △3,860,965 △5.6

前期繰越利益 105,524 3,452

土地再評価差額金　　
取崩額

2,718 △311,542

当期未処分利益又は
当期未処理損失（△）

135,462 △4,169,054

   

－ 44 －



(3）利益処分案及び損失処理案

第42期
（平成17年２月期）

第43期
（平成18年２月期）

区分
注記
番号

金額（千円） 区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益 135,462 Ⅰ　当期未処理損失 4,169,054

Ⅱ　利益処分額 Ⅱ　任意積立金取崩高

配当金 132,009 132,009 別途積立金取崩高 4,200,000 4,200,000

Ⅲ　次期繰越利益 3,452 Ⅲ　次期繰越利益 30,945

      

－ 45 －



重要な会計方針

項目
第42期

（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

第43期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式

移動平均法による原価法

(1）子会社株式

同左

(2）その他有価証券

時価のあるもの

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。）

(2）その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

２．デリバティブ等の評価　

基準及び評価方法

デリバティブ

時価法

デリバティブ

同左

３．たな卸資産の評価基準　

及び評価方法

売価還元法による原価法 同左

４．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

定率法

　なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。

建物　　　　　３～50年

機械及び装置　　　12年

器具及び備品　２～10年

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

定額法

　なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採用してお

ります。

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

均等償却法

(3）長期前払費用

同左

５．繰延資産の処理方法 (1）社債発行費

　支出時に全額費用として処理しており

ます。

──────

６．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為

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。

同左

７．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　期末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勘案した回収不

能見込額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

－ 46 －



項目
第42期

（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

第43期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支払に備えるため、次

回支給見込額のうち当事業年度の負担す

る額を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(3）ポイントサービス引当金

　販売促進を目的とするポイントカード

制度に基づき、顧客へ付与したポイント

の利用に伴う費用負担に備えるため、利

用実績率に基づき将来利用されると見込

まれる額を計上しております。

(3）ポイントサービス引当金

同左

(4）返品調整引当金

　売上返品による損失に備えるため、過

去の返品率等を勘案した見積額を計上し

ております。

(4）返品調整引当金

同左

(5）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計上しております。

　数理計算上の差異は、各事業年度の発

生時における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（12年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発生の翌事

業年度から費用処理することとしており

ます。

(5）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計上しております。

　過去勤務債務は、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の

年数（12年）による定額法により費用処

理することとしております。

  数理計算上の差異は、各事業年度の発

生時における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（12年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発生の翌事

業年度から費用処理することとしており

ます。

（追加情報） 

　当社は、確定給付企業年金法の施行に

伴い、厚生年金基金の代行部分について、

平成17年３月14日に厚生労働大臣から将

来分支給義務免除の認可を受け、平成18

年１月１日に過去分返上の認可を受けま

した。当該認可に伴う損益に与える影響

額は、特別利益として2,142,528千円計

上しております。

　また当社は、確定給付企業年金法に基

づき、厚生年金基金制度から規約型企業

年金制度へ移行するとともに、新たに確

定拠出年金法に基づく企業型年金制度を

新設しました。確定拠出年金の導入に伴

う損益に与える影響額は特別損失とし

て1,582,394千円を計上しております。
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項目
第42期

（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

第43期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

(6）役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金の支払に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を引当計上し

ております。

(6）役員退職慰労引当金

同左

(7）債務保証損失引当金

　債務保証に係る損失に備えるため、被

保証先（関係会社）の財政状態等を個別

に検討して、損失負担見込額を計上して

おります。

(7）債務保証損失引当金

同左

８．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

９．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、特例処理の

要件を満たしている場合は特例処理を採

用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 … 金利スワップ

ヘッジ対象 … 短期借入金及び　

長期借入金

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3）ヘッジ方針

　内部規程に基づき、金利変動リスクを

ヘッジするために、金利スワップ取引を

行っております。

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジの有効性評価の方法

　特例処理の要件を満たす金利スワップ

については、高い有効性があるものとみ

なされるため有効性の評価を省略してお

ります。

(4）ヘッジの有効性評価の方法

同左

10．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

──────  (固定資産の減損に係る会計基準）

  当事業年度から「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」(企業会計基準委員会　平

成15年10月31日　企業会計基準適用指針第６号）を適用し

ております。これにより税引前当期純損失が465,565千円

増加しております。なお、減損損失累計額については、改

正後の財務諸表等規則に基づき各資産の金額から直接控除

しております。

追加情報

前事業年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

  (法人事業税における外形標準課税）

  平成15年３月31日に「地方税法等の一部を改正する法律」

（平成15年法律第９号）が公布され、平成16年４月１日に

開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当事業年度から「法人事業税における外形標準課

税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」

（平成16年２月13日　企業会計基準委員会　実務対応報告

第12号）に伴い、法人事業税の付加価値割及び資本割につ

いては、販売費及び一般管理費に計上しております。これ

により販売費及び一般管理費が70,835千円増加し、営業損

失、経常損失及び税引前当期純損失が同額増加しておりま

す。
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注記事項

（貸借対照表関係）

第42期
（平成17年２月28日）

第43期
（平成18年２月28日）

※１　担保提供資産及び対応債務 ※１　担保提供資産及び対応債務

　債務の担保に供している資産は次のとおりでありま

す。

　債務の担保に供している資産は次のとおりでありま

す。

建物 855,648千円

構築物 718

土地 2,634,097

敷金及び保証金 2,040,814

計 5,531,278千円

建物 784,275千円

構築物 629

土地 2,576,313

敷金及び保証金 675,980

投資有価証券 1,210,908

計 5,248,107千円

上記に対する債務額 上記に対する債務額

短期借入金 3,359,000千円

長期借入金 18,123,810

（１年内返済予定長期借入金を含む）

計 21,482,810千円

短期借入金 2,518,192千円

長期借入金 15,912,290

（１年内返済予定長期借入金を含む）

計 18,430,482千円

※２　授権株式数及び発行済株式総数 ※２　授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数 普通株式 106,618,000株

発行済株式総数 普通株式 26,426,000株

授権株式数 普通株式 106,618,000株

発行済株式総数 普通株式 26,426,000株

　ただし、自己株式の消却が行われた場合には、これ

に相当する株式数を減ずる旨定款で定めております。

　ただし、自己株式の消却が行われた場合には、これ

に相当する株式数を減ずる旨定款で定めております。

※３　自己株式 ※３　自己株式

　当社が保有する自己株式の数は、普通株式24,144株

であります。

　当社が保有する自己株式の数は、普通株式32,544株

であります。

※４　貸借対照表に計上した機械及び装置は、リース契約

によりその所有権がリース会社に留保されております。

※４　貸借対照表に計上した機械及び装置(204,573千

円）、器具及び備品の一部（368,178千円）は、リー

ス契約によりその所有権がリース会社に留保されてお

ります。
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第42期
（平成17年２月28日）

第43期
（平成18年２月28日）

※５　「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日

公布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律の

一部を改正する法律」（平成13年３月31日公布法律

第19号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、土地

の帳簿価額を上回る再評価額の税効果相当額を「再評

価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、当

該税効果相当額を控除した残額と、土地の帳簿価額を

下回る再評価額の総額との純額を「土地再評価差額

金」として資本の部（資本に対する控除項目）に計上

しております。

※５　「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日

公布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律の

一部を改正する法律」（平成13年３月31日公布法律

第19号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、土地

の帳簿価額を上回る再評価額の税効果相当額を「再評

価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、当

該税効果相当額を控除した残額と、土地の帳簿価額を

下回る再評価額の総額との純額を「土地再評価差額

金」として資本の部（資本に対する控除項目）に計上

しております。

再評価の方法

　「土地の再評価に関する法律」第３条第３項に定め

る再評価の方法については、「土地の再評価に関する

法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）

第２条第４号に定める路線価及び路線価のない土地は

第２条第３号に定める固定資産税評価額に基づき、奥

行き価格補正等合理的な調整を行って算出しておりま

す。

再評価の方法

　「土地の再評価に関する法律」第３条第３項に定め

る再評価の方法については、「土地の再評価に関する

法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）

第２条第４号に定める路線価及び路線価のない土地は

第２条第３号に定める固定資産税評価額に基づき、奥

行き価格補正等合理的な調整を行って算出しておりま

す。

再評価を行った年月日 平成14年２月28日 再評価を行った年月日 平成14年２月28日

再評価を行った土地の当事業年

度末における時価と再評価後の

帳簿価額との差額

△646,999千円

再評価を行った土地の当事業年

度末における時価と再評価後の

帳簿価額との差額

△674,591千円

　６　配当制限

　商法施行規則第124条第３号の規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は230,525千円

であります。

　６　配当制限

　商法施行規則第124条第３号の規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は535,756千円

であります。
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（損益計算書関係）

第42期
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

第43期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

※１　他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。 ※１　他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。

特別損失 特別損失

商品廃棄損 10,256千円 商品廃棄損 78,540千円

※２　固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 ※２　固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

建物 77,440千円

構築物 278

車両運搬具 104

器具及び備品 43,807

撤去費用 41,229

計 162,860千円

建物 111,911千円

構築物 157

器具及び備品 70,721

撤去費用 202,535

計 385,326千円

※３　受取保険金は、平成16年２月28日に死去いたしまし

た元代表取締役会長大竹次郎に対するものであります。

※３　  　　　　　 ――――――

 ※４ 　　　　　　―――――― ※４　減損損失

　　①　減損損失を認識した資産グループの概要

　減損損失を認識した資産グループの用途は店舗に　　

　係るものであります。

地域 種類  減損損失

群馬県前橋市 土地及び建物 72,217千円

首都圏 器具及び備品等 158,857

近畿圏 器具及び備品等 46,855

東海圏 器具及び備品等 26,625

その他 器具及び備品等 161,010

計  465,565千円

 　　 　　②　減損損失に至った理由

　市場価格の著しい下落または収益性の悪化に伴う　　

　ことによるものであります。

　　③　減損損失の内訳　

土地 57,783千円

建物及び構築物 289,361

器具及び備品 76,889

電話加入権 18,301

リース資産 23,229

計 465,565千円

　　④　グルーピングの方法

　当社グループは、主に店舗を基本単位としてグル　

　ーピングしております。

　　⑤　回収可能価額の算定方法

　回収可能価額が帳簿価額（リース資産については

　みなし価額）を下回った資産グループの帳簿価額

　を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損

　失として計上しております。当該資産グループの　

　回収可能価額は、正味売却価額により算定してお

　ります。正味売却価額は、不動産鑑定額等を基に

　算定しております。
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①　リース取引

 　　　EDINETにより開示を行なうため記載を省略しております。

②　有価証券

　前事業年度（自平成16年３月１日　至平成17年２月28日）及び当事業年度（自平成17年３月１日　至平成18年２

月28日）における子会社株式で時価のあるものはありません。
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③　税効果会計

第42期
（平成17年２月28日）

第43期
（平成18年２月28日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

(1）流動の部 (1）流動の部

繰延税金資産 繰延税金資産

未払事業所税 14,840千円

賞与引当金 91,004

ポイントサービス引当金 118,243

商品評価損 17,070

未払社会保険料 9,916

貸倒引当金 411

繰越欠損金 147,253

繰延税金資産合計 398,740千円

未払事業所税 14,815千円

未払事業税 28,617

賞与引当金 80,742

ポイントサービス引当金 107,616

商品評価損 40,770

貸倒引当金 1,391

未払社会保険料 8,942

確定拠出年金制度導入費用 127,397

その他 20,210

繰延税金資産小計 430,504千円

評価性引当額 △430,504

繰延税金資産合計 －千円

(2）固定の部 (2）固定の部

繰延税金資産 繰延税金資産

貸倒引当金 121,071千円

退職給付引当金 1,519,069

役員退職慰労引当金 69,197

関係会社株式評価損 20,200

債務保証損失引当金 40,400

投資有価証券評価損 262,888

その他 31,774

繰延税金資産小計 2,064,601千円

評価性引当額 △74,327

繰延税金資産合計 1,990,274千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △156,261千円

土地譲渡益繰延 △3,578

繰延税金負債合計 △159,839千円

繰延税金資産純額 1,830,434千円

貸倒引当金 147,829千円

退職給付引当金 730,107

役員退職慰労引当金 79,830

関係会社株式評価損 20,200

債務保証損失引当金 40,400

投資有価証券評価損 5,256

確定拠出年金制度導入費用 439,430

減損損失 100,866

繰越欠損金 724,005

その他 29,042

繰延税金資産小計 2,316,968千円

評価性引当額 △2,316,968

繰延税金資産合計 －千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △178,570千円

土地譲渡益繰延 △3,578

繰延税金負債合計 △182,148千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 41.8％

（調整）

住民税均等割 38.3

税率変更による繰延税金
資産の減額修正

7.7

交際費 3.5

その他 0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 91.5％

法定実効税率 40.4％

（調整）

住民税均等割 △8.2

評価性引当額 △174.6

交際費 △0.2

繰越欠損金 △9.6

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △152.2％
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（１株当たり情報）

第42期
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

第43期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

１株当たり純資産額 409円15銭

１株当たり当期純利益 　１円03銭

１株当たり純資産額    269円46銭

１株当たり当期純損失 146円26銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式がないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式がな

いため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益金額または１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

第42期
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

第43期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当期純利益または当期純損失（△）

（千円）
27,218 △3,860,965

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益または当期純損失

（△）（千円）
27,218 △3,860,965

期中平均株式数（千株） 26,406 26,397
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（重要な後発事象）

第42期
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

第43期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

　該当事項はありません。 　　1.スポーツ事業の営業譲渡

　　株式会社ヤマノスポーツシステムズに対し、平成18

　年１月20日開催の当社取締役会にてスポーツ事業を譲

　渡することを決議し、同日基本合意書を締結しており　

　ます。さらに、平成18年２月24日に株式会社ヤマノス

　ポーツシステムズと正式契約を締結して平成18年４月

　４日に営業譲渡をしております。これに伴い発生しま　

　した商品在庫譲渡損、従業員の転籍に伴う特別加算金

　等４億71百万円を平成19年２月期において特別損失と

　して計上する予定です。

２.早期退職者の募集について

　　当社は、平成18年２月３日開催の取締役会におい

　て、早期退職者の募集を行うことを決議しておりま

　す。その結果、平成18年４月11日から４月13日までの

　募集期間において当社従業員62名の応募がありまし

　た。なお、早期退職者応募に伴う特別退職金約３億80　

　百万円は平成19年２月期において特別損失として計上

　する予定です。

　３.株式会社TSUTAYAとの業務及び資本提携について

　　平成18年３月22日開催の取締役会において、株式会

　社TSUTAYAとの間で業務及び資本提携を行うことを決議

　し、同日基本合意書を締結いたしました。

　　１．業務及び資本提携の内容

　　  (1) ノウハウの共有

　　　　両者の有するノウハウを共有・融合するこで、

　　　今後の多様なニーズに応え、幅広いお客様にご満

　　　足いただける専門店運営を目指す。

　　  (2) 株式会社TSUTAYAのフランチャイズへの加盟

      　当社は、株式会社TSUTAYAとフランチャイズチェ

　　　ーン加盟店契約書を締結し音楽・映像ソフト及び

　　　書籍店舗（230店舗）が加盟する。

      (3) 株式会社TSUTAYAとの資本提携

　　　  株式会社TSUTAYAへの第三者割当による新株式発

      行及び新株予約権の発行。

　　 （4）当社に対する役員の派遣

　　　　株式会社TSUTAYAは、当社に対し、役員２名を派

      遣。なお、株式会社TSUTAYAとの間でフランチャイ

      ズチェーン加盟店契約を平成18年３月31日に締結

　　　いたしました。
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第42期
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

第43期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

　　２．第三者割当による新株式発行の基本合意の概要

     (1) 発行新株式数　　　 普通株式4,627,000株

     (2) 発行価額　　　　　 １株につき金248円

     (3) 発行価額の総額　　　   1,147,496千円

　 　(4) 資本組入額　　　　 １株につき金124円

　　 (5) 資本組入額の総額 　      573,748千円

     (6) 申込期日　　　　   平成18年６月12日

     (7) 払込期日　　　　   平成18年６月13日

     (8) 配当起算日　　　 　平成18年３月１日

　　 (9) 新株券交付日　　　 平成18年６月13日

　　(10) 割当先及び株式数　 

         株式会社TSUTAYA　　   4,627,000株

    (11) 資金の使途　　

       　事業の運転資金に充当する予定です。

　　３．第三者割当による新株予約権発行要領の概要

     (1) 新株予約権の名称　　

　　　　 株式会社新星堂第１回新株予約権

     (2) 新株予約権の目的たる株式の種類及び数　　

　　　　 普通株式 20,430,000株

     (3) 発行する新株予約権の総数　　　　　　　

　　　　 20,430個

     (4) 新株予約権の発行価額　　　　　　　

　　　　 無償とする。

     (5) 申込期日

　　　　 平成18年６月12日

     (6) 払込期日

　　　　 該当事項はありません。なお、発行日は平成18

　　　   年６月13日であります。

     (7) 新株予約権の行使期間　　　　　　　　

　　　　 平成18年６月13日から平成21年６月12日まで

　　 (8) 新株予約権の行使の際の払込金額　　 

         １個につき　285,000円

　　　　　(当社普通株式１株につき285円）

     (9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の

　　　　 株式の発行価額の総額　　

         金　5,822,550,000円

　　(10) 新株予約権の行使により発行する株式の発行価

　       額中、資本組入額

 　　　　本新株予約権の行使により株式を発行する場合

         の当社普通株式１株の発行価格（又は調整後の

         発行価格）に0.5を乗じた金額とし、計算の結

         果１円未満の端数を生じる場合は、その端数を

         切り上げるものとする。

　　(11) 新株予約権の消却事由及び消却の条件

         該当事項はありません。

　　(12) 新株予約権の譲渡に関する事項

　　　　 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会

　　　　 の承認を要するものとする。
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第42期
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

第43期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

（注）新株予約権の行使後第１回目の配当

　本新株予約権の行使請求により交付された当社普通株式

の配当金又は商法第293条ノ５に定められた金銭の分配（中

間配当金）については、本新株予約権の行使請求が３月１

日から８月31日までの間になされたときは３月１日に、９

月１日から翌年２月末日までの間になされたときは９月１

日に、それぞれ当社普通株式の交付があったものとみなし

てこれを支払う。

　

　上記２及び３の内容については、平成18年５月開催予定

の当社第43回定時株主総会において、新株予約権の有利発

行に関する議案が承認されること、上記２．の新株式発行

がなされること、及び証券取引法による届出の効力が発生

することを条件といたします。

　なお、株式会社TSUTAYAは、６月に上記２．の第三者割

当増資を引き受けると持株比率14.9％の筆頭株主となる予

定です。また３．の第三者割当による新株予約権が５月開

催の新星堂定時株主総会において承認決議され、権利行使

された場合株式会社TSUTAYAの持株比率は48.7％となる予

定であります。
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７．品目別販売実績

品目

第42期
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

第43期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

売上高（千円） 構成比（％） 売上高（千円） 構成比（％）

小売     

音楽ソフト 35,932,858 49.9 34,053,464 49.6

映像ソフト 21,187,261 29.5 19,797,500 28.8

楽器及びその他音楽関連用品 7,340,471 10.2 7,589,535 11.0

スポーツ用品 4,306,682 6.0 4,191,365 6.1

書籍 2,152,498 3.0 2,065,742 3.0

小売計 70,919,772 98.6 67,697,608 98.5

通販・卸売 1,021,598 1.4 1,023,996 1.5

合計 71,941,370 100.0 68,721,604 100.0

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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８．役員の異動（平成18年５月25日付）
１．代表取締役の異動

　該当事項はありません。

２．取締役の異動

①　新任取締役候補

常務取締役 斉藤　敏樹 （現　総合企画本部副本部長兼経営企画室長）

取締役 日下　孝明 （現　株式会社TSUTAYA　代表取締役副社長）

取締役 佐藤　淳 （現　株式会社TSUTAYA　ＦＣ事業本部商品本部本部長補佐）

　　※　日下孝明、佐藤淳の両氏は社外取締役の要件を満たしております。

②　新任監査役候補

　　該当事項はありません。

③　退任予定取締役

根本　孝雄 （現 常務取締役　総合企画本部付特命担当兼監査室長）

大内　治 （現 取締役　営業本部付商品管理担当）

二見　透 （現 取締役　営業本部西日本ＳＯ営業部長）

飯坂　哲文 （現 取締役　営業本部第四営業部長）

小日向　義廣 （現 取締役　営業本部第二営業部長）

３．新任取締役候補の略歴

氏名 斉藤　敏樹  

生年月日 昭和27年12月27日  

略歴 昭和51年４月 大和銀行入行

 平成９年１月 同　衆議院支店長

 平成11年３月 同　新宿支店長

 平成15年６月 りそな銀行東京不動産部推進役

 平成16年６月 当社入社　経営企画室長

 平成17年３月 同　経営企画室長兼同事業開発部長　

 平成18年３月 同　総合企画本部副本部長兼同経営企画室長（現任）

氏名 日下　孝明  

生年月日 昭和28年４月11日  

略歴 昭和61年３月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社入社

 平成４年６月 株式会社レントラックジャパン代表取締役社長（現任）

 平成６年10月 株式会社フロウアウトジャパン代表取締役（現任）

 平成17年６月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社取締役（現任）

 平成18年３月 株式会社TSUTAYA代表取締役副社長（現任）

氏名 佐藤　淳  

生年月日 昭和42年11月17日  

略歴 平成６年２月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社入社

 平成15年６月 同　商品調達グループ　グループリーダー

 平成16年４月 同　商品事業本部　執行役員

 平成17年４月 同　ＦＣ事業本部　執行役員

 平成18年４月 株式会社TSUTAYA　ＦＣ事業本部商品本部本部長補佐（現任）
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４．執行役員制度導入について

 当社は、コーポレート・ガバナンスを一層強化するために、経営監督と業務執行の分離を図り、取締役会の意思決定の

迅速化を推し進めるため、平成18年５月25日より執行役員制度を導入いたします。

 ＜執行役員制度導入後の役員構成＞

代表取締役社長 宮崎　正紀  （現　代表取締役社長 営業本部長兼総合企画本部長）

代表取締役専務 宮崎　正是  （現　代表取締役専務取締役　管理本部長）

常務取締役　執行役員 ※ 斉藤　敏樹  （現　総合企画本部副本部長兼同経営企画室長）

取締役　執行役員 宮崎　正章  （現　取締役営業本部副本部長兼同第一営業部長）

取締役　執行役員 池田　善規  （現　取締役営業本部西日本営業部長）

取締役　※ 日下　孝明  （現　株式会社TSUTAYA　代表取締役副社長）

取締役　※ 佐藤　淳  （現　株式会社TSUTAYA　ＦＣ事業本部商品本部本部長補佐）

      ※　日下孝明、佐藤淳の両氏は社外取締役の要件を満たしております。

執行役員 大内 治  （現　取締役営業本部付商品管理担当）

執行役員 二見　透  （現　取締役営業本部西日本ＳＯ営業部長）

執行役員 飯坂　哲文  （現　取締役営業本部第四営業部長）

執行役員 小日向　義廣  （現　取締役営業本部第二営業部長）

執行役員 井上　芳樹  （現　管理本部経理部長）

執行役員 遊馬　裕幸  （現　管理本部人事部長）

執行役員 有薗　悦克  （現　株式会社TSUTAYA　ＦＣ事業本部戦略営業グループ　マネージャー）

５．顧問就任予定者

 根本　孝雄  （現　常務取締役総合企画本部付特命担当兼監査室長）

 増田　宗明  （現　株式会社TSUTAYA代表取締役社長）

  なお、この人事は平成18年５月25日開催予定の定時株主総会ならびに総会終了後の取締役会において正式決定する予

定です。

以上
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