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１．18年２月期の連結業績（平成17年３月１日～平成18年２月28日）

(1）連結経営成績 （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 68,873 (△4.5) △322 (  －  ) △1,135 (  － )

17年２月期 72,117 (△0.9) 827 (△19.0) 476 (269.8)

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 ──── △43.2 △2.4 △1.6

17年２月期 23 (△13.5) 0 89 ──── 0.2 0.9 0.7

（注）１．持分法投資損益 18年２月期 ─百万円 17年２月期 ─百万円

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

３．会計処理の方法の変更 有

４．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）連結財政状態 （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 41,168 7,083 17.2 268 36

17年２月期 52,701 10,773 20.4 408 05

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

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （記載金額は百万円未満を切捨表示）

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

百万円 百万円 百万円 百万円

18年２月期 655 2,871 △6,963 3,242

17年２月期 500 △1,290 △1,684 6,679

(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 ─社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） 1社 （除外） ─社 持分法（新規） ─社 （除外） ─社

２．19年２月期の連結業績予想（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

百万円 百万円 百万円

中間期 30,900 △260 △1,300

通　期 63,600 280 △820

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　△31円06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。



１．企業集団の状況
　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社及び子会社３社により構成されております。

　当社グループが営んでいる主な事業内容は、音楽事業、スポーツ事業及び書籍事業であり、事業内容及び当社グルー

プの当該事業に係る位置付けと事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。なお、事業区分は、事業

の種類別セグメント情報と同一であります。

事業区分 事業内容 会社名

音楽事業 ＣＤ等の音楽ソフト類、ＤＶＤ等の映像ソフト類及

び楽器等全般の販売
当社

卸売 当社

通信販売
当社

㈱新星堂ポータル（連結子会社）

録音並びに録画物の企画制作、製造及び販売 ㈱オーマガトキ（連結子会社）

内外の音楽著作権の管理 シリウス㈱（連結子会社）

携帯端末及びインターネットを利用した情報配信 ㈱新星堂ポータル（連結子会社）

スポーツ事業 スポーツ・レジャー用品全般の販売 当社

書籍事業 書籍全般及び文房具の販売 当社

　事業の系統図は、次のとおりであります。

 

当            社 ㈱新星堂ポータル 

㈱ オ ー マ ガ ト キ 

シ リ ウ ス ㈱ 

（一般消費者・取引先） （一般消費者） 

商品 商品、情報配信 

商品 

原盤使用料 

楽曲の管理料 

商品 
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２．経営方針
(1）経営の基本方針

　当社グループは、「文化」をより多くの人に伝えることで社会へ貢献することを経営理念としており、そこから生

まれるお客様との「感動の共有」を喜びとし、誇りとしております。

　そして、当社グループは、市場環境の変化に迅速かつ積極的に対応し、専門店として全店舗がそれぞれの地域のお

客様から支持され、信頼される、お客様の「必要存在店」となるよう取り組んでおります。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社グループは、利益配分につきましては、株主への利益還元と将来の事業展開及び経営体質の強化のために必要

な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続していくことを基本方針としております。また、内部留保資金につき

ましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、事業拡大のための設備投資等に有効投資してまいります。

(3）目標とする経営指標

　株主価値の増大を客観的に表し適切な投資判断と密接な関係がある株主資本利益率（ＲＯＥ）を重要な指標と考え、

３％以上をその目標としております。さらにその数値を実現するためには、会社の本業の力を示す営業利益率を重要

な指標と捉え３％達成を目指しております。今後、より一層の経営効率化を推進することにより、収益性の向上を目

指して業務に励んでいく所存です。

(4）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは業界内における確固たる地位の確保を目指して新星堂ブランドの更なる浸透を図り、専門店の特性

である豊富な品揃えやきめ細やかな接客を活かすと同時に、エンタテインメント企業として音楽映像ソフト等の文化

関連用品をより社会に提供し文化の発展に貢献していくことを当社グループの経営戦略の中核としております。

　音楽映像ソフト業界はＣＤ、ＤＶＤいずれも、今後はニーズの多様化と共に多品種化が進み、小売店には利便性に

加えて、より専門的な在庫の品揃え、店頭展開も併せて要求され、それを満たす少数の企業へと淘汰と寡占化が進ん

でいくものと思われます。

　以上のような経営環境を踏まえ当社グループは、株式会社TSUTAYAと業務及び資本提携することにより、両社間のノ

ウハウの共有をすすめてまいります。株式会社TSUTAYAは、店舗運営、IT、マーケティングに関する様々なノウハウを

蓄積されており、一方当社は、音楽・映像販売の専門店として永年培ってまいりました独自の商品政策を有しており

ます。この両社の強みを融合することにより、専門店として、より顧客サービスの向上を目指し、幅広いお客様にご

満足頂ける専門店運営を目指してまいります。また株式会社TSUTAYAの、店舗の改装プランやインターネット事業及び

カード事業のコンサルタント等により、今後の多様化するニーズに応え、マルチに対応できる営業体制を整えてまい

ります。当社グループは株式会社TSUTAYAのノウハウを活用し、音楽・映像の総合エンタテインメント企業として顧客

の変化に対応した次世代型の店舗作りに注力してまいります。
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(5）対処すべき課題

　今後の経済情勢につきましては、原油価格や日銀の量的緩和政策の解除による金利の動向、社会保障費や税負担の

増加による個人消費の減退等懸念材料はあるものの緩やかな回復基調をたどるものと思われます。

  しかしながら小売業界は業態間競争の激化によりオーバーストアの状況で、加えて販売チャネルの多様化により消

費者の選択肢が拡大するなど厳しい環境で推移するものと思われます。

　当社グループは当連結会計年度において会社設立以来初の営業損失と大変不本意な結果となったことを踏まえ、翌

連結会計年度は当社グループの行方を左右する正に要の年度と認識し、スポーツ事業からの撤退、早期希望退職者の

募集等、収益基盤の整備充実に努めてまいります。しかしながら今後の安定的な成長のためにはさらなる抜本的な経

営体質の改善及び収益基盤の強化が必要であると判断し、ＤＶＤ・ＣＤ、書籍等のレンタル及び販売をフランチャイ

ズ展開している株式会社TSUTAYAと業務及び資本提携を行うための基本合意書を締結いたしました。

  資本提携につきましては、株式会社TSUTAYAに対する第三者割当による新株式及び新株予約権の発行を予定しており、

これにより得た資金は事業連携強化によるビジネスの拡大及び自己資本充実による財務体質の強化に充てる所存でご

ざいます。

　当社グループを取り巻く環境は引き続き厳しいものと予想されますが、今回の業務及び資本提携を当社グループ再

生の第一歩と位置付け、経営資源を基幹事業である音楽事業に集中し、当社グループの総合力と独自性を発揮、利便

性と専門性を兼ね備えた収益力の高い店舗網の構築に努めてまいります。

以上、役員、社員全員が従来の思考モデルを払拭し、危機意識を共有しこれら施策を着実に実行し、早期の業績回復

に努めるとともに、１日も早く復配を実施することが投資家の皆様のご期待にお応えする最大の課題と認識して、誠

心誠意努力いたす所存であります。

　次連結会計年度の業績の見通しは、売上高636億円、営業利益８億30百万円、経常利益２億80百万円及び当期純損失

は８億20百万円を見込んでおります。

(6）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

（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方）

　当社では、企業価値の最大化を図る観点から経営の透明性を高め、健全化を進める手段としてコーポレート・ガバ

ナンスの充実を重要な経営課題と認識しております。同時に、投資家への情報開示の重要性も認識し、経営の透明性

を高めるため適時適切な情報開示に積極的に取り組んでおります。

（コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況）

①　会社の機関の内容

　会社の意思決定機関としては、原則月１回取締役会を開催、特に重要な事案については、常務会にて事前検討

を重ね十分な意思疎通による意思決定の迅速化を図っております。当社は監査役制度を採用しており、監査役会

は社外監査役２名を含む監査役４名で構成され、適時、会計監査人から会計監査に関する監査実施状況の報告を

受けております。また、監査役は、牽制機能として取締役会をはじめとする社内重要会議への出席並びに重要文

書の閲覧等厳正な監査を実施しております。当社と社外監査役における取引関係その他の利害関係はありません。

なお、法律上の判断を必要とする場合、顧問弁護士から適切な指導・助言を受けております。

②　内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況

　当社は監査室が、各部門における内部統制が適切に実施され、有効に運営されていることを確認するために、

業務監査を順次実施しております。また、当社の経営環境を取り巻く様々なリスクに該当する事態が生じた場合

には、迅速且つ適切な対処方針を検討することとしております。
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③　内部監査及び監査役監査、会計監査の状況

　内部監査は、監査室が担当し、監査役及び会計監査人と連携し、店舗を含めた各部門の業務執行状況の監査を

行っております。監査役監査は、常勤監査役２名及び社外監査役２名が実施しております。監査役は社内の重要

会議に出席するほか、重要な書類の閲覧を行い、独立した立場から適法性のみならず適切性から業務監査を行っ

ております。

　会計監査につきましては、会計監査人である監査法人トーマツと監査契約を締結し定期監査のほか、会計上の

課題について随時確認を行い会計処理の適正性に努めております。当期において業務を執行した公認会計士の氏

名等並びに監査業務に係る補助者の構成は以下の通りであります。

業務を執行した公認会計士の氏名等

 監査法人トーマツ  氏　　　　名 　継続監査年数

 指定社員　業務執行社員  寺澤　進 ３年 

 指定社員　業務執行社員  齋藤　淳 １年 

　　　（注）監査業務に係る補助者は、公認会計士４名、会計士補２名であります。

　当社の会計監査人である監査法人トーマツに対する報酬は以下のとおりです。

１．公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬金額　21,000千円

２．上記以外の業務に基づく報酬はありません。

（会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要）

　当社は社外取締役を選任しておりません。また、当社と社外監査役における資本的関係及び取引関係その他の利害

関係はありません。

（コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況）

　最近実施した施策としては、より透明性の高い企業体質を目指して、監査室の人員を増強し内部監査の充実を図っ

ております。

　また、「個人情報の保護に関する法律」（平成15年法律第57号）施行に伴い、法令を遵守することを目的に個人情

報管理に係わる「個人情報保護規程」、「個人情報取扱マニュアル」を策定し、全従業員に個人情報管理の徹底をし

ております。

　今後につきましても、引き続きコーポレート・ガバナンスの充実を図るべく鋭意努力してまいります。

(7）親会社等に関する事項

　該当事項はありません。

(8）内部管理体制の整備・運用状況

　当社では、職務分掌規程および職務権限規程により各部署の権限と責任が明確にされており、各種規程も必要に応

じて適宜見直しを行って、内部統制の構築に努めております。

　さらに、当社では、社長直属の監査室を設置しており、「内部監査規程」に基づいて、監査計画書を策定し、会社

業務の適正な運用ならびに財産の保全を図るとともに不正過誤の防止、法令及び各種規程の遵守状況を監視して事業

活動全般の効率性及び透明性を高めることを目的に各部署及び各店舗等に対し内部監査を実施しております。また、

監査役会と緊密な連携をとって情報交換や監査状況の確認を適宜行っております。

（内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況）

　最近実施した施策としては、「個人情報の保護に関する法律」に伴って策定致しました「個人情報保護規程」及び

「個人情報取扱マニュアル」が、当社の各店舗において遵守されているかどうかを含めました個人情報保護規程の運

用状況につき重点的に監査致しました。また、内部監査において発見された諸問題につきましては、適時・適切に改

善のための施策を実施しており、内部管理体制の構築を進めてまいります。
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３．経営成績及び財政状態
(1）当連結会計年度の概況

　当連結会計年度におけるわが国経済は、原油高の影響はあったものの、引き続き好調な企業業績に支えられ、設備

投資が堅調に推移するとともに、雇用、所得環境の改善により、個人消費も緩やかに増加するなど、景気は回復基調

で推移いたしました。

　小売業界におきましては、個人消費は緩やかに回復したものの、企業間競争の激化や販売チャネルの多様化、消費

者の選択的購買姿勢が進むなど厳しい経営環境が続きました。

　このような状況のもと当社グループは、競争力の強化を図り確固たる経営基盤を構築することが重要であるとの認

識のもと、新設した事業支援本部を核として、店舗総合力の向上による収益力の拡大、及び有利子負債の削減による

財務体質の強化に取り組んでまいりました。しかしながら、基幹事業である音楽ソフトが、第１四半期及び拡売期の

12月における新譜商品の例年にないパワー不足により売上が低迷、これにより期中在庫が増加、仕入を圧迫し販売機

会ロスを招き、年度終盤の売上に大きく影響しました。加えて、ここ数年来急成長してきたＤＶＤが、販路の多様化

と価格競争の激化、さらにはメーカーの低価格化戦略などにより、期を通じて不調に終わったことから、音楽ソフト、

映像ソフトとも懸命な販売努力にもかかわらず当初計画を大幅に下回り、また前年売上高も下回る結果となりました。

　これまで当社グループは、経営基盤の強化に向けて、長期的視点に立った種々の施策を実施してまいりましたが、

さらなる抜本的な改革を進めなければ経営状況の改善は見込めないと判断し、次のような施策を当連結会計年度中よ

り実施または決定いたしました。まず、内部基盤の充実を優先するため、新規出店につきましては厳選出店するとと

もに、不採算店舗の退店を加速し、また経営資源を得意分野に集中するため、スポーツ事業部門を平成18年４月に株

式会社ヤマノスポーツシステムズに営業譲渡、さらには人件費圧縮及び人員構成是正のため早期希望退職者を募集す

るなど、安定した収益構造の基盤づくりに努めてまいりました。

　しかしながら、これら施策は翌連結会計年度以降に効果が現れるものであり、当連結会計年度においては即効的な

成果を上げられず、業績は低迷いたしました。

  当連結会計年度における新規出店は、上期12店舗、下期６店舗の計18店舗、退店は上期９店舗、下期31店舗の計40

店舗、改装は上期８店舗、下期８店舗の計16店舗実施、年度末店舗数は270店舗となりました。

　 以上の結果、当連結会計年度の売上高は、音楽・映像ソフトの不振と退店店舗の影響もあり688億73百万円（前連

結会計年度比4.5％減）となりました。

　利益面では、売上高の減少と売上総利益率の悪化により３億22百万円の営業損失（前連結会計年度は８億27百万円

の営業利益）、経常損失は11億35百万円（前連結会計年度は４億76百万円の経常利益）、特別利益として厚生年金基

金代行返上益21億42百万円を含む22億37百万円を計上しましたが、当連結会計年度より固定資産の減損会計を早期適

用したことによる４億65百万円、確定拠出年金制度導入費用15億82百万円、退店店舗等の固定資産除却損３億85百万

円、その他商品廃棄損等、計26億32百万円の特別損失を計上いたしました。また、これまで計上してまいりました繰

延税金資産の回収可能性を見直し、その全額22億４百万円を取り崩した結果、当期純損失は38億60百万円（前連結会

計年度は23百万円の当期純利益）となりました。

　なお、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。

（音楽事業）

　音楽ソフトにつきましては、当社グループは専門店として定番旧譜カタログ商品を販売の核とし、安定した売上の

確保に努めてまいりました。当連結会計年度も過去の実績から一定の新譜の売上高を見込み計画を立案しましたが、

第１四半期は予想以上のヒット作品不足から新譜の売上が極端に落ち込み、在庫内容の悪化、過剰をもたらしました。

　この修復のため、発注業務に関しては、一部店舗発注から本部発注に切り替え、過剰発注の防止に努めました。ま

た店舗毎の偏在在庫の平準化、滞留在庫と売れ筋商品の入れ替えなど、適正在庫の追求に努めました。この他、ＣＳ

運動の継続，新規雇用者やアルバイトを対象にした基礎接客研修の徹底、販売員の自発的活動を重視したサービス向

上運動、店舗作業を一部アウトソーシング化するなど店舗マネジメントを強化し売上の確保に努めました。

　しかしながら、第１四半期の売上低迷により生じた在庫内容の悪化や拡売期の12月の販売不振が重なり、結果的に

は年間を通じて専門店として魅力ある品揃えが充分にできず、音楽ソフトの売上高は前連結会計年度比94.8％と低迷

いたしました。

　映像ソフトにつきましては，急成長してきたＤＶＤ市場が、最も売上構成比の高い洋画ＤＶＤの大ヒット作品の減

少と、メーカーによる低価格化戦略により、伸び率が大きく鈍化いたしました。

　当社グループは、邦画、アニメ、音楽ＤＶＤの展開強化など売上拡大に努めましたが、販売単価ダウンと洋画ＤＶ

Ｄのヒット作品の減少を補えず、売上高は前連結会計年度比93.5％と当社グループとしては、ＤＶＤの取り扱い後は

じめて前連結会計年度を下回ることとなりました。音楽事業における当連結会計年度の音楽・映像ソフトの新規出店

は12店舗、退店は28店舗、改装は14店舗実施し、年度末店舗数は230店舗となりました。
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　音楽用品楽器関係につきましては、主力のギターでは前連結会計年度に引き続き実施した中高年層に向けた商品開

発、品揃えが顧客の支持を受け、高額商品の購買増加と安定した売上の確保に繋がり、売上面で大いに貢献いたしま

した。

　収益面でも不採算店舗の退店、値引きの抑制などにより、利益率が改善し順調に推移いたしました。楽器の売上は

前連結会計年度比103.4％となりました。

　当連結会計年度における楽器の新規出店は２店舗、退店は４店舗、改装は１店舗実施し年度末店舗数は18店舗とな

りました。

　以上の結果、音楽事業における小売の当連結会計年度における売上高は、楽器は順調に推移いたしましたが、音楽・

映像ソフトの低迷により615億90百万円（前連結会計年度比4.7％減）となりました。

　通販・卸売につきましては、ネット通販は新規顧客獲得に努めた結果、売上は前年度比126.5％となりました。

音楽・映像ソフトの卸売は非効率のため縮小し、また楽器卸売は商品生産が限定されているため売上は伸びず、卸売

計では前連結会計年度比70.3％となりました。

　以上、音楽事業における通販・卸売の当連結会計年度における売上高は10億23百万円（前連結会計年度比0.2％増）

となりました。音楽事業全体の当連結会計年度における売上高は、626億14百万円（前連結会計年度比4.6％減）とな

りました。

（スポーツ事業）

　当社グループは「地域密着型店舗」として地域特性に合った品揃えや、お客様との対話を重視した接客によりお客

様から信頼できる店づくりに徹しました。

　中高年層をターゲットにウォーキングシューズ、スイムウエアやフィットネス等健康関連商品の品揃えの強化や商

品知識の向上を図るなど、積極的に売上の拡大に努めました。健康関連商品は堅調に推移いたしましたが、売上構成

比の高いアスレチック及びシューズが、他社との競争激化により価格が下落し、上期は売上が低迷いたしました。し

かしながら、下期はアウトドアウエアの取り組みをはじめウエアの販売に注力、シューズも高額品の品揃えを強化し

た結果、厳冬の影響もあり、ウエアは好調に推移、シューズも若干持ち直してまいりましたが、上期の低迷により当

連結会計年度のスポーツ事業の売上高は41億91百万円（前連結会計年度比2.6％減）となりました。当連結会計年度の

新規出店は３店舗、退店は５店舗、年度末店舗数は16店舗となりました。 なお、昭和43年から事業運営しておりまし

たスポーツ事業を、経営資源を基幹事業である音楽事業に集中するため、平成18年４月に株式会社ヤマノスポーツシ

ステムズに譲渡することにいたしました。

　これに伴う商品在庫譲渡損や、従業員の転籍に伴う特別加算金等４億71百万円は、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。

（書籍事業）

　売行き良好書の潤沢な仕入を目的とした一括発注システムの採用や、ＰＯＳシステムを活用した自動発注システム

を導入し、販売機会ロス防止を図るなど積極的に売上の確保に努めてまいりました。その他基本在庫の見直し、売れ

筋商品の欠品防止、店舗毎のお薦め商品指定、積極的な予約取りなど店舗特性に合わせたきめ細かな施策も合わせ実

施いたしました。

　しかしながら、ネット通販や大型店舗の積極的な進出の影響もあり売上は低迷いたしました。

　当連結会計年度の書籍事業の売上高は、20億66百万円（前連結会計年度比4.9％減）となりました。当連結会計年度

の新規出店は１店舗、退店は３店舗、改装は１店舗、年度末店舗数は６店舗となりました。
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(2）キャッシュ・フロー

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ34億37百万円

減少し、当連結会計年度末には32億42百万円（前連結会計年度比51.5％減）となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動による資金の増加は６億55百万円（前連結会計年度比31.1％増）となりました。これは主に退職給付引

当金の減少額が19億52百万円、仕入債務の減少額５億40百万円等があった一方で、確定拠出年金制度移行費用15億

82百万円、たな卸資産の減少額14億90百万円等があったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動による資金の増加は28億71百万円（前連結会計年度は12億90百万円の減少）となりました。これは主に

新規出店等の設備投資による支出８億89百万円等があった一方で、契約満了や退店等による敷金及び保証金の返還

による収入22億12百万円、定期預金の払戻による収入15億82百万円等があったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動による資金の減少は69億63百万円（前連結会計年度比313.4％減）となりました。これは主に長期借入金

の調達による収入68億75百万円及びリースバック取引による有形固定資産の売却収入６億円５万円等があった一方

で、長期借入金の返済による支出120億93百万円、短期借入金の純減少額11億29百万円等があったことによるもので

あります。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成17年２月28日）

当連結会計年度
（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

現金及び預金 6,679,853 3,252,670

受取手形及び売掛金  2,570,174 2,446,206

商品 15,925,418 14,434,708

繰延税金資産 398,740 －

その他 1,433,996 1,742,368

貸倒引当金 △1,019 △3,444

流動資産合計 27,007,164 51.2 21,872,509 53.1

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

建物及び構築物 ※２ 3,635,343 3,223,959

機械装置及び運搬具 ※３ 247,968 204,573

土地 ※2,4 3,097,457 3,039,673

その他 ※３ 981,390 832,861

有形固定資産合計 7,962,159 15.1 7,301,068 17.7

２．無形固定資産

ソフトウェア 128,695 206,319

その他 130,484 107,955

無形固定資産合計 259,179 0.5 314,274 0.8

３．投資その他の資産

投資有価証券 ※２ 1,099,040 1,453,204

繰延税金資産 1,830,434 －

敷金及び保証金 ※２ 11,948,934 9,284,302

その他 2,894,800 1,309,545

貸倒引当金 △300,621 △365,914

投資その他の資産合計 17,472,588 33.2 11,681,138 28.4

固定資産合計 25,693,927 48.8 19,296,481 46.9

資産合計 52,701,092 100.0 41,168,990 100.0
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前連結会計年度
（平成17年２月28日）

当連結会計年度
（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

支払手形及び買掛金  3,651,007 3,110,709

短期借入金 ※２ 15,361,560 9,149,862

１年内償還予定社債 860,000 860,000

未払法人税等 124,165 196,877

賞与引当金 225,257 199,857

ポイントサービス引当金 292,680 266,378

返品調整引当金 298 219

その他 1,397,314 1,573,477

流動負債合計 21,912,285 41.6 15,357,381 37.3

Ⅱ　固定負債

社債 2,640,000 1,780,000

長期借入金 ※２ 13,050,250 12,914,120

再評価に係る繰延税金負
債

※４ 303,319 303,319

繰延税金負債  － 182,148

退職給付引当金 3,760,074 1,807,195

役員退職慰労引当金 171,281 197,601

その他 90,703 1,534,486

固定負債合計 20,015,628 38.0 18,718,870 45.5

負債合計 41,927,913 79.6 34,076,252 82.8

 
（少数株主持分）

少数株主持分 － － 9,694 0.0

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※５ 3,180,800 6.0 3,180,800 7.7

Ⅱ　資本剰余金 2,673,780 5.1 2,673,780 6.5

Ⅲ　利益剰余金 8,501,572 16.1 4,197,095 10.2

Ⅳ　土地再評価差額金 ※４ △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 ※６ △5,166 △0.0 △7,598 △0.0

資本合計 10,773,178 20.4 7,083,043 17.2

　　負債、少数持分及び資本
合計

52,701,092 100.0 41,168,990 100.0
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(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（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 72,117,679 100.0 68,873,426 100.0

Ⅱ　売上原価 50,360,302 69.8 48,508,013 70.4

売上総利益 21,757,376 30.2 20,365,413 29.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 20,929,381 29.0 20,688,301 30.0

営業利益又は
営業損失（△）

827,995 1.2 △322,887 △0.4

Ⅳ　営業外収益

受取利息 13,149 9,588

受取配当金 10,155 11,468

受取手数料 33,269 32,952

営業補償金受取額 26,158 2,000

損害補償金受取額 － 20,577

受取保険金 ※３ 503,032 －

デリバティブ評価益 6,100 63,515

その他 65,157 657,023 0.9 62,174 202,277 0.3

Ⅴ　営業外費用

支払利息 865,301 774,255

出店契約解約金 － 136,632

その他 143,080 1,008,381 1.4 104,200 1,015,088 1.5

経常利益又は
経常損失（△）

476,637 0.7 △1,135,698 △1.6
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前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（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
（％）

Ⅵ　特別利益

厚生年金基金代行返上益 － 2,142,528

投資有価証券売却益 － 94,830

貸倒引当金戻入益 9,193 －

子会社清算益 14,911 －

その他 26 24,131 0.0 － 2,237,359 3.2

Ⅶ　特別損失

固定資産除却損 ※２ 162,860 385,928

減損損失 ※４ － 465,565

確定拠出年金制度導入費
用

－ 1,582,394

商品廃棄損 10,256 78,540

その他 9,466 182,583 0.3 119,996 2,632,425 3.8

税金等調整前当期純利益
又は税金等調整前当期純
損失（△）

318,185 0.4 △1,530,765 △2.2

法人税、住民税及び事業
税

124,482 126,043

法人税等調整額 170,103 294,585 0.4 2,204,422 2,330,465 3.4

少数株主損失  － －  305 0.0

当期純利益又は
当期純損失（△）　　

23,600 0.0 △3,860,925 △5.6
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(3）連結剰余金計算書

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（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） 金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 2,673,780 2,673,780

Ⅱ　資本剰余金期末残高 2,673,780 2,673,780

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 8,554,481 8,501,572

Ⅱ　利益剰余金増加高

当期純利益 23,600 －

土地再評価差額金　　　
取崩額

2,718 26,318 － －

Ⅲ　利益剰余金減少高

当期純損失 3,860,925

配当金 79,228 132,009

土地再評価差額金　　　
取崩額

－ 79,228 311,542 4,304,476

Ⅳ　利益剰余金期末残高 8,501,572 4,197,095
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（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） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は　　
税金等調整前当期純損失（△）

318,185 △1,530,765

減価償却費 797,544 811,437

減損損失 － 465,565

貸倒引当金の増加額
又は減少額(△）

△35,736 67,716

賞与引当金の減少額 △36,766 △25,400

ポイントサービス引当金の増加額
又は減少額（△）

66,151 △26,302

返品調整引当金の減少額 △335 △79

退職給付引当金の増加額
又は減少額（△）

476,706 △1,952,878

役員退職慰労引当金の増加額　　
又は減少額（△）

△257,225 26,319

受取利息及び受取配当金 △23,305 △21,057

支払利息 865,301 774,255

デリバティブ評価益 △6,100 △63,515

受取保険金 △503,032 －

固定資産除却損 162,860 385,928

確定拠出年金制度移行費用 － 1,582,394

売上債権の減少額 864,054 123,968

たな卸資産の減少額 248,946 1,490,709

仕入債務の減少額 △1,618,239 △540,297

未払消費税等の増加額
又は減少額（△）　　　　

22,264 △83,789

その他 △438,314 82,165

小計 902,957 1,566,373

利息及び配当金の受取額 23,161 23,301

利息の支払額 △912,444 △811,867

保険金の受取額 605,864 －

法人税等の支払額 △119,166 △121,823

営業活動によるキャッシュ・フロー 500,373 655,984
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前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（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） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △1,300,000 △10,000

定期預金の払戻による収入 － 1,582,915

固定資産の取得による支出 △716,406 △889,236

固定資産の売却による収入 4,355 －

投資有価証券の取得による支出 △3,503 △3,023

投資有価証券の売却による収入 10,095 160,992

敷金及び保証金の差入による支出 △133,769 △187,055

敷金及び保証金の返還による収入 827,140 2,212,038

貸付けによる支出 △7,760 △7,650

貸付金の回収による収入 14,673 12,231

その他の投資による収入 14,694 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,290,481 2,871,212

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純減少額 △35,000 △1,129,308

長期借入れによる収入 3,655,000 6,875,000

長期借入金の返済による支出 △7,454,921 △12,093,520

社債の発行による収入 3,000,000 －

社債の償還による支出 △640,000 △860,000

少数株主からの払込による収入 － 10,000

リースバック取引による有形固定
資産の売却収入

－ 605,989

ファイナンス・リース債務の　　
返済による支出

△128,808 △237,183

自己株式の取得による支出 △2,122 △2,432

配当金の支払額 △78,645 △131,965

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,684,496 △6,963,420

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 － △960

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額　　 △2,474,605 △3,437,183

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 9,154,458 6,679,853

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 6,679,853 3,242,670
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　２社

連結子会社名は、㈱オーマガトキ、シリ

ウス㈱であります。

　なお、前連結会計年度において連結子

会社でありました香港新星堂有限公司は

清算結了したため、連結の範囲から除い

ております。

(1）連結子会社の数　３社

連結子会社名は、㈱オーマガトキ、シリ

ウス㈱、㈱新星堂ポータルであります。

(2）非連結子会社の数

　該当事項はありません。

(2）非連結子会社の数

同左

２．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　すべての連結子会社の事業年度の末日は、

連結決算日と一致しております。

同左

３．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

(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

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

時価法

②　デリバティブ

同左

③　たな卸資産

売価還元法による原価法

③　たな卸資産

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

(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

　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

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

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

(3）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。

(3）繰延資産の処理方法

――――――

(4）重要な引当金の計上基準

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。

(4）重要な引当金の計上基準

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、

次回支給見込額のうち当連結会計年度

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
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

⑤　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、各連結会計年

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

れ発生の翌連結会計年度から費用処理

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

連結会計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、各連結会計年

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

れ発生の翌連結会計年度から費用処理

することとしております。

（追加情報）

　当社及び一部の連結子会社は、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。

　また当社及び一部の連結子会社は、

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。

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

(5）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、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。

(5）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算基準

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

(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。

(6）重要なリース取引の処理方法

同左

(7）重要なヘッジ会計の方法

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。

(7）重要なヘッジ会計の方法

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

(8）その他連結財務諸表作成のための重要

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。

(8）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

①　消費税等の会計処理

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

４．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用することとし

ております。ただし、平成12年３月１日以

降新規連結子会社がないため該当事項はあ

りません。

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用することとし

ております。

５．連結調整勘定の償却に関

する事項

　該当事項はありません。 同左

６．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分及び損失処理について連結会計年度中に

確定した利益処分及び損失処理に基づいて

作成しております。

同左

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

　連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、

随時引き出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、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か月以

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
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（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）

  　当連結会計年度から「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。これにより税金等調整前当期純損失

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、改正後の連結財務諸

表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

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（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、当連結会計年度から「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、経常損失及び税金等調整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

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年２月28日）

当連結会計年度
（平成18年２月28日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 11,404,846千円 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 9,625,080千円

※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産

建物及び構築物 856,366千円

土地 2,634,097

敷金及び保証金 2,040,814

計 5,531,278千円

建物及び構築物 784,905千円

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

　上記に対する担保付債務は、次のとおりであります。 　上記に対する担保付債務は、次のとおりであります。

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

※３　連結貸借対照表に計上した機械装置（247,968千円）

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。

※３　連結貸借対照表に計上した機械装置（204,573千円）

及び有形固定資産のその他（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。

※４　「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。

※４　「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連結会

計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連結会

計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
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前連結会計年度
（平成17年２月28日）

当連結会計年度
（平成18年２月28日）

※５　当社の発行済株式総数は、普通株式26,426,000株で

あります。

※５　当社の発行済株式総数は、普通株式26,426,000株で

あります。

※６　連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式の

数は、普通株式24,144株であります。

※６　連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式の

数は、普通株式32,544株であります。

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次

のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次

のとおりであります。

地代家賃 7,792,570千円

給与手当 6,587,272

退職給付費用 866,955

減価償却費 797,544

ポイントサービス引当金繰入額 292,680

賞与引当金繰入額 225,257

役員退職慰労引当金繰入額 25,899

地代家賃 7,697,417千円

給与手当 6,871,548

減価償却費 762,227

退職給付費用 504,470

ポイントサービス引当金繰入額 266,378

賞与引当金繰入額 199,857

役員退職慰労引当金繰入額 26,319

※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。

建物及び構築物 77,719千円

有形固定資産のその他 43,911

撤去費用 41,229

計 162,860千円

建物及び構築物 112,069千円

有形固定資産のその他 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。
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前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

 　　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。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

（平成17年２月28日現在） （平成18年２月28日現在）

現金及び預金勘定 6,679,853千円

現金及び現金同等物 6,679,853千円

現金及び預金勘定 3,252,670千円

預入期間が３か月を越える定期預金 △10,000 

現金及び現金同等物 3,242,670千円
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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

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

前連結会計年度（平成17年２月28日） 当連結会計年度（平成18年２月28日）

取得原価
（千円）

連結貸借　　
対照表計上額
（千円）

差額（千円）
取得原価
（千円）

連結貸借　　
対照表計上額
（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの

(1）株式 417,673 811,247 393,574 479,104 1,378,024 898,919

(2）債券

①　国債・地方債等 － － － － － － 

②　社債 － － － － － － 

③　その他 － － － － － － 

(3）その他 18,161 18,495 334 － － － 

小計 435,834 829,742 393,908 479,104 1,378,024 898,919

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの

(1）株式 96,309 91,682 △4,626 0 0 － 

(2）債券

①　国債・地方債等 － － － － － － 

②　社債 － － － － － － 

③　その他 － － － － － － 

(3）その他 104,455 101,960 △2,495 － － － 

小計 200,764 193,642 △7,121 0 0 － 

合計 636,598 1,023,385 386,787 479,104 1,378,024 898,919

　（注）　その他有価証券で時価のあるものの減損にあたりましては、連結会計年度末における時価が取得原価に比べ、

下落率が50％以上の場合には全て減損処理を行い、下落率が30％以上50％未満の場合には、回復可能性等を考

慮して必要と認められた額について減損処理を行うものとしております。

前連結会計年度（平成17年２月28日） 当連結会計年度（平成18年２月28日）

その他有価証券で時価のあるもののうち、減損処理を　

行ったもの

その他有価証券で時価のあるもののうち、減損処理を　

行ったもの

株式       －千円 株式       －千円

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日　至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日　至　平成18年２月28日）

売却額（千円）
売却益の合計額

（千円）
売却損の合計額

（千円）
売却額（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

10,095 26 － 160,992 94,830 －
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３．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類

前連結会計年度
（平成17年２月28日）

当連結会計年度
（平成18年２月28日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 75,655 75,180

　（注）　時価評価されていない主な有価証券の減損にあたりましては、連結会計年度末における当該株式発行会社の財

政状態等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行うものとしております。

前連結会計年度（平成17年２月28日） 当連結会計年度（平成18年２月28日）

時価評価されていない主な有価証券のうち、減損処理を

行ったもの

時価評価されていない主な有価証券のうち、減損処理を

行ったもの

株式      －千円 株式      475千円
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③　デリバティブ取引

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

(1）取引の内容

　当社グループの利用しているデリバティブ取引は、有

価証券関連等または借入金関連等での金利スワップ取引

及び輸入取引関連等での通貨スワップ取引であります。

(1）取引の内容

同左

(2）取引に対する取組方針

　当社グループは、効率的な資金運用を図るための収益

の獲得、資金調達における金利変動リスクまたは商品輸

入によるドル建て仕入債務決済における為替相場の変動

リスクの軽減を目的とした金利スワップ取引及び通貨ス

ワップ取引に取り組んでおります。

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引の利用目的

　運用収益の獲得、金利変動リスクまたは為替相場の変

動リスクの軽減を目的として、金利スワップ取引及び通

貨スワップ取引を行っております。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

(3）取引の利用目的

同左

①　ヘッジ手段とヘッジ対象 ①　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

同左

②　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。

②　ヘッジ方針

同左

③　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。

③　ヘッジの有効性評価の方法

同左

(4）取引に係るリスクの内容

　当社グループが行っている金利スワップ取引は、有価

証券等の価格の変動リスクまたは金利の変動リスクを有

しております。また、通貨スワップ取引は、為替相場の

変動リスクを有しております。なお、これら取引は信用

度の高い金融機関を通じて行っているため、契約が履行

されないことによるリスクは極めて少ないものでありま

す。

(4）取引に係るリスクの内容

同左

(5）取引に係るリスク管理体制

　経理部担当役員が当該年度のヘッジ方針及び運営要領

を策定し、取締役会において決定されます。デリバティ

ブ取引の執行及び取引の管理等は、経理部担当役員が行

い、半期毎に取締役会に報告されます。

(5）取引に係るリスク管理体制

同左

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

　該当事項はありません。

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

同左
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２．取引の時価等に関する事項

前連結会計年度（平成17年２月28日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

通貨

スワップ取引

クーポン・スワップ

支払円貨・受取米ドル

3,113,320 △77,128 △77,128

合計 3,113,320 △77,128 △77,128

　（注）１．時価の算定方法

主たる金融機関から提示された価格によっております。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

当連結会計年度（平成18年２月28日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

金利
スワップ取引

支払固定・受取変動
1,353,000 △5,255 △5,255

通貨

スワップ取引

クーポン・スワップ

支払円貨・受取米ドル

3,113,320 △8,357 △8,357

合計 4,466,320 △13,613 △13,613

　（注）１．時価の算定方法

主たる金融機関から提示された価格によっております。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
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④　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

  当社及び一部の連結子会社は、確定給付型の制度として、厚生年金基金制度による退職給付制度を設けてお

ります。従業員の退職に際して、臨時の退職金等を支払う場合があります。当社及び一部の連結子会社は、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。また、当社及び一部の連結子会社は確定給付企業年金法に

基づき、平成18年１月１日付で、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。

２．退職給付債務に関する事項

前連結会計年度
（平成17年２月28日）

当連結会計年度
（平成18年２月28日）

(1）退職給付債務（千円） △10,624,121 △4,454,289

(2）年金資産（千円） 5,345,636 4,250,853

(3）未積立退職給付債務（千円）(1)＋(2) △5,278,485 △203,436

(4）過去勤務債務（千円） － △1,919,165

(5）未認識数理計算上の差異（千円） 1,518,411 315,405

(6）退職給付引当金（千円）(3)＋(4)＋(5) △3,760,074 △1,807,195

　（注）１.　前連結会計年度の退職給付引当金は厚生年金基金の代行部分を含めて記載しております。

 　　　 ２.　退職一時金制度から確定拠出年金制度への一部移行に伴う影響はありません。

　　　　３.　確定拠出年金制度導入に伴い、当連結会計年度末時点の未払金1,403,038千円を平成18年１月１日より8年

　　　　　　 間で支払う予定であります。

３．退職給付費用に関する事項

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

(1）勤務費用（千円） 504,691 254,834

(2）利息費用（千円） 249,390 221,143

(3）期待運用収益（千円） △72,431 △77,335

(4）数理計算上の差異の処理額（千円） 185,304 154,371

(5）過去勤務債務（千円） － △58,975

(6）小計（千円）(1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5) 866,955 494,038

(7）その他（千円） － 10,431

(8）退職給付費用（千円）(6)＋(7) 866,955 504,470

(9）厚生年金基金代行返上益（千円） － △2,142,528

(10）合計（千円）(8)＋(9) 866,955 △1,638,057
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　（注）１．厚生年金基金に対する従業員拠出額を控除しております。

２．「(7）その他」は、確定拠出年金の掛金支払額であります。

３．上記のほか、当社において確定拠出年金制度の導入に伴う損失1,582,394千円を特別損失に計上しております。

４．前連結会計年度において上記退職給付費用以外に、早期退職加算金15,779千円を支払っており、販売費及び

一般管理費として計上しております。

５．当連結会計年度において上記退職給付費用以外に、早期退職加算金17,222千円を支払っており、販売費及び

一般管理費として計上しております。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度
（平成17年２月28日）

当連結会計年度
（平成18年２月28日）

(1）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

(2）割引率（％） 期首2.5 　期末2.4 期首2.4 　期末2.2

(3）期待運用収益率（％） 1.5 1.5

(4）数理計算上の差異の処理年数 12年（注） 12年（注）

　（注）　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による定額法により按分した額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処理することとしております。
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
（平成17年２月28日）

当連結会計年度
（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

繰延税金資産

(1）流動の部

繰延税金資産

未払事業所税 14,853千円

棚卸資産未実現利益 33,892

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

貸倒引当金 411

未払社会保険料 9,916

繰越欠損金 147,253

繰延税金資産小計 432,644千円

評価性引当額 △33,904

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 28,619

棚卸資産未実現利益 33,773

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 464,279千円

評価性引当額 △464,279

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

投資有価証券評価損 262,888

繰越欠損金 4,153

その他 31,774

繰延税金資産小計 2,008,155千円

評価性引当額 △17,880

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

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 728,555

その他 29,042

繰延税金資産小計 2,260,918千円

評価性引当額 △2,260,918

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 38.6

税率変更による繰延税金
資産の減額修正

7.6

交際費 3.5

その他 1.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 92.5％

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 △0.1

繰越欠損金 △9.6

その他 0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △152.2％
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自平成16年３月１日　至平成17年２月28日）

音楽
（千円）

スポーツ
（千円）

書籍
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 65,640,372 4,304,632 2,172,673 72,117,679 － 72,117,679

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － － －

計 65,640,372 4,304,632 2,172,673 72,117,679 － 72,117,679

営業費用 63,477,289 4,370,362 2,166,721 70,014,373 1,275,310 71,289,684

営業利益又は

営業損失(△)
2,163,083 △65,730 5,952 2,103,305 (1,275,310) 827,995

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的

支出

資産 36,023,603 2,676,985 1,238,954 39,939,543 12,761,548 52,701,092

減価償却費 722,364 47,735 14,874 784,975 12,569 797,544

資本的支出 620,215 74,151 2,939 697,307 41,597 738,904

当連結会計年度（自平成17年３月１日　至平成18年２月28日）

音楽
（千円）

スポーツ
（千円）

書籍
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 62,614,788 4,191,744 2,066,893 68,873,426 － 68,873,426

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － － －

計 62,614,788 4,191,744 2,066,893 68,873,426 － 68,873,426

営業費用 60,846,316 4,388,842 2,132,191 67,367,350 1,828,963 69,196,314

営業利益又は

営業損失(△)
1,768,471 △197,098 △65,297 1,506,076 (1,828,963) △322,887

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出

資産 31,951,431 2,186,847 1,202,746 35,341,025 5,827,964 41,168,990

減損損失 306,247 117,499 21,112 444,858 20,706 465,565

減価償却費 672,284 46,178 27,170 745,633 16,594 762,227

資本的支出 648,085 76,462 97,650 822,198 40,274 862,472
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　（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業の主な取扱商品

事業区分 主要商品

音楽 ＣＤ等の音楽ソフト類、ＤＶＤ等の映像ソフト類及び楽器等全般

スポーツ スポーツ・レジャー用品全般

書籍 書籍全般及び文房具

３．「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は、以下のとおりであります。

前連結会計年度 当連結会計年度 主な内容

消去又は全社の項目に含めた配賦

不能営業費用の金額（千円）
1,275,310 1,828,963

提出会社の総務・経理部門等の

管理部門に係る費用

消去又は全社の項目に含めた全社

資産の金額（千円）
12,761,548 5,827,964

提出会社における余資運用資金

（現金及び預金）、長期投資資

金（投資有価証券）及び総務・

経理部門等の管理部門に係る資

産

４．減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計

及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略してお

ります。

⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自平成16年３月１日　至平成17年２月28日）

　　該当事項はありません。

当連結会計年度（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。

－ 32 －



（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（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  408円05銭

１株当たり当期純利益  89銭

１株当たり純資産額 268円36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又は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。

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 23,600 △3,860,925

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又は当期純損失

（△）（千円）
23,600 △3,860,925

期中平均株式数（千株） 26,406 26,397
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（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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前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（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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前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（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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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

　該当事項はありません。

(2）受注状況

　該当事項はありません。

(3）商品仕入実績

　当連結会計年度の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、以下のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当連結会計年度

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

前年同期比（％）

音楽事業（千円） 42,832,604 93.5

スポーツ事業（千円） 2,724,481 101.2

書籍事業（千円） 1,538,838 96.4

合計（千円） 47,095,924 94.0

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(4）販売実績

　当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、以下のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当連結会計年度

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

前年同期比（％）

音楽事業（千円） 62,614,788 95.4

スポーツ事業（千円） 4,191,744 97.4

書籍事業（千円） 2,066,893 95.1

合計（千円） 68,873,426 95.5

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

なお、当社の販売は主に一般消費者に対するものであり、主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売

実績に対する割合の記載は省略しております。
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