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１．18年８月中間期の連結業績（平成18年３月１日～平成18年８月31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８月中間期 28,006 (△17.2) △606 (―) △823 (―)

17年８月中間期 33,840 (△4.8) △334 (―) △693 (―)

18年２月期 68,873 △322 △1,135

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

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年８月中間期 △3,015 (―) △105 03 ─  

17年８月中間期 △1,114 (―) △42 21 ─  

18年２月期 △3,860 △146 26 ─  

（注）１．持分法投資損益 18年８月中間期 ─百万円 17年８月中間期 ─百万円 18年２月期 ─百万円

２．期中平均株式数（連結） 18年８月中間期 28,705,656株 17年８月中間期 26,399,389株 18年２月期 26,397,189株

３．会計処理の方法の変更 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 （記載金額は百万円未満を切捨表示）

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年８月中間期 37,392 5,212 13.9 167 80

17年８月中間期 55,495 9,613 17.3 364 16

18年２月期 41,168 7,083 17.2 268 36

（注）期末発行済株式数（連結） 18年８月中間期 31,018,656株 17年８月中間期 26,398,256株 18年２月期 26,393,456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８月中間期 △582 2,122 △369 4,416

17年８月中間期 △1,466 1,100 3,168 9,486

18年２月期 655 2,871 △6,963 3,242

(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） ─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

通期 58,500 10 △2,250

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　△72円54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、当社並びに子会社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、以下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。なお、スポーツ事業は、平成18年４月に株式会社ヤマノスポーツシステムズに対して営

業譲渡しております。

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）

国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

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） 

原盤使用料 

楽曲の管理料 

商品 

商品 

商品 

（外部取引先） 

商品、情報配信 

２．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　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「心を豊かにするものを伝えていく事が、私達、新星堂の仕事です。」をモットーに、そ

れを実現するために、「誰よりもお客様を知っている、どこよりも強い会社になる」という新たな経営ビジョンを目

標にいたしました。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。
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(2）会社の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。

　ＣＤ、ＤＶＤなど音楽映像ソフト業界は今後も、ニーズの多様化と共に多品種化が進行すると予測しております。

特にパッケージ販売では、ネット通販や異業種の参入などで、小売店には利便性に加えて、より専門的な在庫の品揃

え、店頭展開もあわせて要求されます。高い専門性を個々人のスキルに依存するだけでなく、効率的に体系化するこ

となしには、今後、差別化や企業としての収益を維持していくことは困難に成りつつあります。

  このような経営環境で、当社グループはお客様や社会から支持される企業へと生まれ変わるため「SHINSEIDO 

Changes」をキーワードに、事業構造の改革を推進いたします。具体的には今期から資本及び業務提携契約を締結した

株式会社TSUTAYAの店舗運営、IＴ、マーケティングに関する様々なノウハウを当社に融合させ、店舗を支援する本部

機能の再構築や経営効率を考えた在庫管理システムの再構築、社員にとってやりがいのある新しい人事制度、評価制

度の再構築など、さまざまな活性化を図り、企業価値向上に努めてまいります。

  従来、とかく商品中心の売場作りとなっていた反省から、もう一度お客様の視点から売り場を見つめなおし、品揃

え以上に、お客様にとって居心地のよい店作りを最優先します。その一方、店舗運営業務の標準化を強力に推し進め、

専門店として永年培ってきたノウハウを体系的にとりまとめることで、また本社間接業務を簡素化することにより、

効率性のある収益力の高い企業を目指します。このように当社グループは事業構造改革を通じて、将来再び価値ある

企業となるために、「あるべき店舗・あるべき本部・あるべき在庫・あるべき人事制度」という４つの再生方針に沿っ

て、現状の様々な課題を克服し、ヒット商品の有無や流行の変化に左右されることなく、常にお客様のニーズに対応

できる収益力のある「強い企業」を目指してまいります。

(5）会社の対処すべき課題

　今後の経済見通しにつきましては、原油価格の高止まりやゼロ金利解除による金利の上昇などの懸念材料はあるも

のの、堅調な企業収益を背景に順調に推移するものと思われます。小売業界は、一層の競争激化や消費者の購買意識

の変化、価値観の多様化等々今後とも厳しい状況が予想されます。

　このような状況のなか、当社グループは前期は創業以来はじめての営業損失という事態を招き、当年度の業績が企

業グループの将来を大きく左右する重要な１年と認識し、当面出店を抑制、社内体制整備を最優先課題とし、あらゆ

る領域の業務を点検、また経営資源を音楽事業に集中するなど効率重視の諸施策を積極的に進め、業績の早期回復を

目指してまいりました。

　しかしながらデジタル技術の急速な進歩や情報通信インフラの飛躍的な向上等により消費者のライフスタイルの変

化は激しく、当社グループとして、この状況に柔軟かつ迅速に対応できる経営体制構築のため、更なる抜本的な改革

を進めるべく、企業再生に向け次のような施策を実施してまいります。

　まず、当社グループの基幹事業である音楽事業、とりわけ音楽映像ソフト部門の収益基盤である既存店の活性化を

図るため、本部を中心とするバックヤードの効率化を推し進め、株式会社TSUTAYAとの業務提携により立ち上げた各種

共同プロジェクトの成果を迅速に展開し早期に提携効果を上げてまいります。また映像ソフト部門で成果を上げた、

個店別に最適在庫を維持管理する自動発注システムの順次拡大等の販売施策と併せ、不採算店舗の撤退の促進、遊休

資産の売却、経費の大幅な圧縮等の施策を着実に実行するとともに、企業規模に合わせた本部機能・組織体系の再編

と、これに準じた人員配置や総人件費の圧縮などの課題に取り組み、グループが確実に黒字体質となるよう、事業再

生のための経営改革を推進してまいります。通期の業績の見通しは、売上高585億円、経常利益は10百万円及び当期純

損失は22億50百万円を見込んでおります。
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(6）親会社等に関する事項

　該当事項はありません。

(7）内部管理体制の整備・運用状況

　別途開示しております「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」に記載のとおりであります。

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わが国経済は、原油価格の高騰やゼロ金利解除等の国内経済に及ぼす影響が懸念され

ましたが、好調な企業収益により設備投資が堅調に推移し、また個人消費も緩やかに増加するなど景気は回復基調が

続きました。

　小売業界におきましては、回復しつつある個人消費は消費全般を押し上げる力強さに欠け、また企業間競争の激化

や消費者の選択的消費が進むなど、依然として予断を許さない経営環境で推移しました。

　このような状況のもと、当社グループは、経営資源を音楽事業に集中するためスポーツ事業から撤退し、また音楽

事業の総合力を高めるため、ＣＤ・ＤＶＤ等のレンタル及び販売を全国展開している株式会社TSUTAYAと業務・資本提

携契約を締結いたしました。

　前連結会計年度に引き続き不採算店舗の閉鎖を加速し当中間連結会計期間に10店舗を閉鎖、人員につきましても年

齢構成の是正と適正な人員数実現のため早期希望退職者の募集（応募者60名）を実施いたしました。

　さらには６月に株式会社TSUTAYAを割当先とする新株式（普通株式）4,627千株を発行、総額1,147,496千円を調達す

るなど安定した収益基盤の確立及び財務の健全化に努めるとともに、業務提携につきましても主要課題につき共同プ

ロジェクトを結成し実効あらしめるための作業を進めております。

　当中間連結会計期間の出退店につきましては、２店舗の新設、５店舗の改装、10店舗を閉鎖し、スポーツ店舗を14

店営業譲渡いたしました。

  当中間連結会計期間の売上高につきましては、前連結会計年度及び当中間連結会計期間に実施した閉鎖店舗の影響

やスポーツ事業の撤退などもあり280億６百万円（前年同期比17.2％減）に止まりました。

  経常損益は、販売費及び一般管理費の圧縮に努め、前年同期を大幅に下回りましたが、売上高の減少により８億23

百万円の損失（前年同期は６億93百万円の損失）となりました。

　また将来的な収益力を向上させるべく事業再生の一環として、通期で不採算が見込まれる店舗に係る保有資産につ

いて、９億55百万円の減損損失を計上し、他に営業譲渡損や特別退職関連費用などと合わせ、特別損失21億63百万円

を計上したことにより中間純損益は30億15百万円の損失（前年同期は11億14百万円の損失）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）

　音楽ソフトは前連結会計年度に引き続きカタログ商品の在庫整備を推進、売れ筋のロングラン商品の在庫強化を

目的に各メーカーと在庫の入れ替え交渉を積極的に行いました。その他スペシャルプライスセールの実施、新譜予

約強化や旧譜取り寄せキャンペーンを推進するなど売上促進に鋭意努力いたしました。また主要ターゲットとして

定着しつつある団塊世代に向けたメッセージを盛りこんだ売場作りに努め、そのモデル店として、「新星堂高円寺

レコード」を出店しました。

　期前半は順調に推移しましたが、期後半は新譜の力不足が仕入に影響を与え、在庫内容が悪化し売上機会損失を

生じるなど売上は伸び悩みました。

　映像ソフトのＤＶＤは、低価格化に拍車がかかるなか、当社グループは洋画・邦画の名作・名画に的を絞った提

案を強力に推進するとともに、売上機会ロス防止と適正在庫維持のための自動発注システムを一部メーカーとの間

で構築するなど、売上の確保に努めましたが、販売チャネルの多様化、価格競争の激化の影響は大きく、売上構成

比の高いカタログ商品の不振で、売上は前年同期を大幅に下回りました。

　楽器関係につきましては、購買力のある中高年層をメインにした品揃えの強化による固定客作りを一層進めると

ともに、さらなる専門性を追求したコアな品揃えとこれに対応できる販売員の育成に努めました。また新しい試み

として海外ブランドと協賛しその商品の展開など一部店舗で実施いたしました。売上は既存店で前年を若干上回る

など順調に推移いたしました。

　通販は前年を大幅に上回り、卸売は音楽ソフトは低迷、楽器は順調でトータルでは前年同期を上回りました。

　この結果、音楽事業の売上高は268億45百万円（前年同期比12.1％減）、営業利益は１億77百万円（前年同期比

76.3％減）となりました。
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（スポーツ事業）

　平成18年４月４日に株式会社ヤマノスポーツシステムズに営業譲渡したため、当中間連結会計期間における売上

高は２億76百万円、営業損失は１億13百万円となりました。

（書籍事業）

　ＰＯＳシステムによる単品別在庫登録を採用したことにより、店舗の在庫が把握可能になり、これを積極的に活

用して売上機会ロスを防止するとともに、雑誌ムックの品揃えの充実など売上の確保に努めました。またコミック

コーナーの拡充とヒット作品の商品確保、文庫コーナーの著者別陳列案内の充実、商品補充作業の迅速化など重点

ポイントに絞った施策を実施いたしました。

　この結果、既存店舗の売上はほぼ前年同期なみに推移いたしましたが、退店店舗の影響により売上高は８億84百

万円（前年同期比17.5％減）、営業損失は２百万円（前年同期は37百万円の営業損失）となりました。

(2）財政状態

当中間会計期間のキャッシュ・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、前連結会計年度末に比べ11億74

百万円増加し、当中間連結会計期間末には44億16百万円（前年同期比53.4％減）となりました。

当中間連結会計期間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）

当中間連結会計期間において営業活動による資金の減少は、５億82百万円（前年同期は14億66百万円の減少）と

なりました。これは主にたな卸資産の減少額６億86百万円及び売上債権の減少額１億６百万円等があった一方で、

仕入債務の増加額２億22百万円並びに特別退職関連費用４億９百万円及び営業譲渡損失６億59百万円等があったこ

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）

　当中間連結会計期間において投資活動による資金の増加は、21億22百万円（前年同期比93%増）となりました。こ

れは主に固定資産の取得による支出１億42百万円等があった一方で、敷金及び保証金の返還による収入12億91百万

円並びに営業譲渡による収入10億５百万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）

　当中間連結会計期間において財務活動による資金の減少は、３億69百万円（前年同期は31億68百万円の増加）と

なりました。これは主に短期借入金の純増加額20億96百万円及び新株発行による収入11億47百万円等があった一方

で、長期借入金の返済による支出30億80百万円、社債の償還による支出４億30百万円、ファイナンス・リース債務

の返済による支出１億２百万円等があったことによるものであります。
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(3）事業等のリスク

　当社グループの経営成績、財政状態等、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のような

ものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、当中間決算短信提出日現在において当社グループが判断

したものであります。当社グループにおいては、事業を取り巻く様々なリスクや不確定要因等に対して、その予防や

分散、リスクヘッジ等を実施することにより、企業活動への影響について最大限の軽減を図っております。

①　事業環境について

　当社グループは、エンタテインメント企業として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

とを目的としておりますが、当社グループの主力商品である音楽映像ソフトについては、時代の変化による流行の

影響を受けております。ヒット商品の有無、マーケット動向及び消費者の嗜好の変化や異業種の参入等により、当

社グループの業績に影響を与える可能性があります。

②　再販売価格維持制度について

　当社グループが販売するＣＤ及び音楽テープ、書籍・雑誌については「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関

する法律」（独占禁止法）第23条に規定する著作物として再販売価格維持制度が適用されています。公正取引委員

会において独占禁止法適用除外の見直しの一環として同制度に対し検討が重ねられ、同委員会より「著作物再販制

度の取扱いについて」（平成13年３月23日付）が公表され、「現段階において独占禁止法の改正に向けた措置を講

じて著作物再販制度を廃止することは行わず、当面同制度を存置することが相当であると考える。」と結論付けて

おります。しかしながら、知的財産戦略本部コンテンツ専門調査会が「デジタルコンテンツの振興戦略」（平成18

年２月２日付）において、「ユーザーがコンテンツを選ぶ際に、価格についても幅広い選択肢の中から選ぶことが

できるよう、音楽用ＣＤについては再販売価格維持制度の対象から除外することを検討する。」と公表し、平成18

年２月20日には、同調査会にて正式に決定したことから、依然として音楽用ＣＤの再販売価格維持制度の撤廃が行

われる可能性があります。同制度の撤廃が行われた場合に当社グループが受ける影響については、不確定要素が多

く含まれており現段階で予測するのは困難でありますが、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可

能性があります。

③　金利水準の変動について

　金利水準の急激な上昇が生じた場合においては、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性が

あります。

④　敷金及び保証金について

　当社グループはデベロッパーにテナント出店している店舗が多くあり、当連結中間会計期間末現在の敷金及び保

証金の残高は83億62百万円となっております。当社グループは敷金及び保証金の早期返還減額交渉などにより残高

を漸次軽減しておりますが、破産や会社更生手続等の事態が発生した場合においては、敷金及び保証金が回収不能

となることが考えられ、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。
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４．中間連結財務諸表等
(1）中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末

（平成17年８月31日）

当中間連結会計期間末

（平成18年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

現金及び預金 9,486,698 4,426,930 3,252,670

受取手形及び
売掛金

 3,271,675 2,340,090 2,446,206

たな卸資産 17,180,079 12,655,061 14,434,708

繰延税金資産 263,805 － －

その他 960,617 809,724 1,742,368

貸倒引当金 △167 △809 △3,444

流動資産合計 31,162,708 56.2 20,230,996 54.1 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 3,448,381 2,587,410 3,223,959

土地 ※２ 3,039,673 2,715,853 3,039,673

その他 ※３ 1,211,356 784,934 1,037,435

有形固定資産合計 7,699,412 13.9 6,088,198 16.3 7,301,068 17.7

２．無形固定資産 327,914 0.6 323,675 0.9 314,274 0.8

３．投資その他の資産

投資有価証券 ※２ 1,247,483 1,438,070 1,453,204

繰延税金資産 2,172,937 － －

敷金及び保証金 ※２ 11,649,085 8,362,790 9,284,302

その他 1,613,541 1,220,511 1,309,545

貸倒引当金 △377,713 △271,695 △365,914

投資その他の資産
合計

16,305,333 29.3 10,749,677 28.7 11,681,138 28.4

固定資産合計 24,332,660 43.8 17,161,551 45.9 19,296,481 46.9

資産合計 55,495,368 100.0 37,392,547 100.0 41,168,990 100.0
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前中間連結会計期間末

（平成17年８月31日）

当中間連結会計期間末

（平成18年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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
（％）

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

 4,244,576 3,333,561 3,110,709

短期借入金 ※２ 17,989,480 10,784,854 9,149,862

１年内償還予定
社債

860,000 860,000 860,000

未払法人税等 99,587 87,411 196,877

賞与引当金 233,783 189,330 199,857

ポイントサービス
引当金

276,593 250,761 266,378

返品調整引当金 207 191 219

その他 1,367,270 1,303,855 1,573,477

流動負債合計 25,071,498 45.2 16,809,966 45.0 15,357,381 37.3

Ⅱ　固定負債

社債 2,210,000 1,350,000 1,780,000

長期借入金 ※２ 13,660,660 10,294,910 12,914,120

再評価に係る
繰延税金負債

303,319 303,319 303,319

繰延税金負債 － 175,341 182,148

退職給付引当金 3,882,958 1,764,280 1,807,195

役員退職慰労
引当金

183,281 159,657 197,601

その他 570,342 1,322,184 1,534,486

固定負債合計 20,810,562 37.5 15,369,692 41.1 18,718,870 45.5

負債合計 45,882,060 82.7 32,179,658 86.1 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 ※４ 3,180,800 5.7 － － 3,180,800 7.7

Ⅱ　資本剰余金 2,673,780 4.8 － － 2,673,780 6.5

Ⅲ　利益剰余金 6,943,678 12.5 － － 4,197,095 10.2

Ⅳ　土地再評価差額金 △3,496,789 △6.3 － － △3,496,789 △8.5

Ⅴ　その他有価証券評価
差額金

318,054 0.6 － － 535,756 1.3

Ⅵ　自己株式 ※５ △6,215 △0.0 － － △7,598 △0.0

資本合計 9,613,307 17.3 － － 7,083,043 17.2

負債、少数株主持分
及び資本合計

55,495,368 100.0 － － 41,168,990 100.0
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前中間連結会計期間末

（平成17年８月31日）

当中間連結会計期間末

（平成18年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１　資本金 ※４ － － 3,754,548 10.0 － －

２　資本剰余金 － － 3,247,528 8.7 － －

３　利益剰余金 － － 976,527 2.6 － －

４　自己株式 ※５ － － △8,064 △0.0 － －

株主資本合計 － － 7,970,539 21.3 － －

Ⅱ　評価・換算差額等       

１　その他有価証券評
価差額金

－ － 525,783 1.4 － －

２　土地再評価差額金 － － △3,291,256 △8.8 － －

評価・換算差額等合
計

－ － △2,765,473 △7.4 － －

Ⅲ　少数株主持分 － － 7,823 0.0 － －

純資産合計 － － 5,212,889 13.9 － －

負債純資産合計 － － 37,392,547 100.0 － －
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(2）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 33,840,816 100.0 28,006,611 100.0 68,873,426 100.0

Ⅱ　売上原価 23,695,408 70.0 19,684,634 70.3 48,508,013 70.4

売上総利益 10,145,408 30.0 8,321,977 29.7 20,365,413 29.6

Ⅲ　販売費及び
一般管理費

※１ 10,479,446 31.0 8,928,144 31.9 20,688,301 30.0

営業損失 334,037 1.0 606,166 2.2 322,887 0.4

Ⅳ　営業外収益

受取利息 6,293 2,911 9,588

受取配当金 9,565 10,810 11,468

受取手数料 13,491 12,023 32,952

営業補償金受取額 2,000 － 2,000

移設補償金受取額  15,238 － 15,238

損害補償金受取額 － 10,742 20,577

受取賃借料 － 48,388 －

デリバティブ
評価益

21,400 11,007 63,515

その他 29,473 97,462 0.3 24,423 120,307 0.4 46,936 202,277 0.3

Ⅴ　営業外費用

支払利息 404,661 300,969 774,255

出店契約解約金 － － 136,632

その他 52,743 457,405 1.4 36,418 337,387 1.2 104,200 1,015,088 1.5

経常損失 693,981 2.1 823,246 3.0 1,135,698 1.6

Ⅵ　特別利益

厚生年金基金代行
返上益

－   －   2,142,528   

貸倒引当金戻入益 －   30,853   －   

その他  － － － － 30,853 0.1 94,830 2,237,359 3.2

Ⅶ　特別損失

固定資産除却損 ※２ 79,297 108,811 385,928

減損損失 ※３ 465,565 955,715 465,565

商品廃棄損 － － 78,540

確定拠出年金制度
導入費用

－ － 1,582,394

特別退職関連費用 － 409,653 －

営業譲渡損失 － 659,814 －

貸倒引当金繰入額 77,180 － －

その他 840 622,883 1.8 29,381 2,163,375 7.7 119,996 2,632,425 3.8

税金等調整前中間
（当期）純損失

1,316,864 3.9 2,955,769 10.6 1,530,765 2.2

法人税、住民税　
及び事業税

64,377 61,183 126,043

法人税等調整額 △266,899 △202,522 △0.6 △47 61,136 0.2 2,204,422 2,330,465 3.4

少数株主損失  － －  1,870 0.0  305 0.0

中間（当期）純損
失

1,114,341 3.3 3,015,034 10.8 3,860,925 5.6
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(3）中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

中間連結剰余金計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（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　資本剰余金中間期末（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 8,501,572 8,501,572

Ⅱ　利益剰余金減少高

中間（当期）純損失 1,114,341 3,860,925

配当金 132,009 132,009

土地再評価差額金取
崩額

311,542 1,557,893 311,542 4,304,476

Ⅲ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

6,943,678 4,197,095
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中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年８月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年２月28日残高（千円） 3,180,800 2,673,780 4,197,095 △7,598 10,044,076

中間連結会計期間中の変動額      

新株の発行 573,748 573,748 － － 1,147,496

中間純損失 － － △3,015,034 － △3,015,034

自己株式の取得 － － － △466 △466

純資産の部に直接計上されたそ

の他有価証券評価差額金の増減
－ － － － －

土地減損に伴う減少 － － △205,533 － △205,533

少数株主損失 － － － － －

中間連結会計期間中の変動額合

計（千円）
573,748 573,748 △3,220,567 △466 △2,073,537

平成18年８月31日残高（千円） 3,754,548 3,247,528 976,527 △8,064 7,970,539

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

土地再評価差額金
評価・換算差額等
合計

平成18年２月28日残高（千円） 535,756 △3,496,789 △2,961,033 9,694 7,092,737

中間連結会計期間中の変動額      

新株の発行 － － － － 1,147,496

中間純損失 － － － － △3,015,034

自己株式の取得 － － － － △466

純資産の部に直接計上されたそ

の他有価証券評価差額金の増減
△9,972 － △9,972 － △9,972

土地減損に伴う減少 － 205,533 205,533 － －

少数株主損失 － － － △1,870 △1,870

中間連結会計期間中の変動額合

計（千円）
△9,972 205,533 195,560 △1,870 △1,879,848

平成18年８月31日残高（千円） 525,783 △3,291,256 △2,765,473 7,823 5,212,889
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(4）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間

（自　平成17年３月１日

至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年３月１日

至　平成18年８月31日）

前連結会計年度の　
連結キャッシュ・　

フロー計算書
（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） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間（当期）純損失 △1,316,864 △2,955,769 △1,530,765

減価償却費 378,134 336,046 762,227

減損損失 465,565 955,715 465,565

貸倒引当金の増加額
又は減少額（△）

76,240 △96,853 67,716

賞与引当金の増加額
又は減少額（△）

8,525 △10,526 △25,400

ポイントサービス引当金の減少額 △16,087 △15,616 △26,302

返品調整引当金の減少額 △91 △27 △79

退職給付引当金の増加額
又は減少額（△）

122,884 △42,915 △1,952,878

役員退職慰労引当金の増加額
又は減少額（△）

12,000 △37,944 26,319

受取利息及び受取配当金 △15,858 △13,722 △21,057

支払利息 404,661 300,969 774,255

デリバティブ評価益 △21,400 △11,007 △63,515

営業譲渡損失 － 659,814 －

固定資産除却損 79,297 108,811 385,928

確定拠出年金制度導入費用 － － 1,582,394

特別退職関連費用 － 409,653 －

売上債権の増加額（△）
又は減少額

△701,501 106,115 123,968

たな卸資産の増加額（△）
又は減少額

△1,254,660 686,748 1,490,709

仕入債務の増加額
又は減少額（△）

593,568 222,851 △540,297

未払消費税等の増加額
又は減少額(△）

△151,712 8,457 △83,789

その他 389,567 △53,439 131,375

小計 △947,731 557,361 1,566,373

利息及び配当金の受取額 17,771 14,101 23,301

利息の支払額 △412,395 △306,796 △811,867

確定拠出年金移換金の支払額 － △313,795 －

特別退職関連費用の支払額 － △409,653 －

法人税等の支払額 △123,845 △123,832 △121,823

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,466,201 △582,615 655,984
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前中間連結会計期間

（自　平成17年３月１日

至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年３月１日

至　平成18年８月31日）

前連結会計年度の　
連結キャッシュ・　

フロー計算書
（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） 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 － － △10,000

定期預金の払戻による収入 1,300,000 － 1,582,915

固定資産の取得による支出 △669,537 △142,545 △889,236

固定資産の売却による収入 － 350 －

投資有価証券の取得による支出 △1,580 △1,599 △3,023

投資有価証券の売却による収入 － － 160,992

敷金及び保証金の差入による支出 △122,024 △32,278 △187,055

敷金及び保証金の返還による収入 590,247 1,291,423 2,212,038

貸付けによる支出 △4,300 △12,600 △7,650

貸付金の回収による収入 7,371 14,623 12,231

営業譲渡による収入 ※２ － 1,005,571 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,100,177 2,122,947 2,871,212

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増加額
又は純減少額（△）

2,567,000 2,096,742 △1,129,308

長期借入れによる収入 4,025,000 － 6,875,000

長期借入金の返済による支出 △3,353,670 △3,080,960 △12,093,520

社債の償還による支出 △430,000 △430,000 △860,000

少数株主からの払込による収入 － － 10,000

新株発行による収入 － 1,147,496 －

リースバック取引による有形固定資産
の売却収入

605,989 － 605,989

ファイナンス・リース債務の返済
による支出

△112,936 △102,253 △237,183

自己株式の取得による支出 △1,049 △466 △2,432

配当金の支払額 △131,607 － △131,965

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,168,726 △369,440 △6,963,420

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 4,141 3,368 △960

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額
又は減少額（△）

2,806,844 1,174,259 △3,437,183

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 6,679,853 3,242,670 6,679,853

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高

※１ 9,486,698 4,416,930 3,242,670
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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17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（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。

(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。

(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。

　なお、㈱新星堂ポータルについ

ては、平成17年10月25日に新たに

設立したことにより、当連結会計

年度より連結の範囲に含めており

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）非連結子会社の数

同左

２．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項

　すべての連結子会社の中間会計期

間の末日は、中間連結決算日と一致

しております。

同左 　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。

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）重要な資産の評価基準及び　評

価方法

(1）重要な資産の評価基準及び　評

価方法

①　有価証券 ①　有価証券 ①　有価証券

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日の市場価格

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。）

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

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

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

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

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

(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、以

下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

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17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（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

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　長期前払費用

同左

(3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　中間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

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。

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

ち当中間連結会計期間の負担

する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、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。

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

③　ポイントサービス引当金

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

④　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

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、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。

　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。

⑤　退職給付引当金

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。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

　 （追加情報）

　当社グループは、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

免除の認可を受けました。

　当中間連結会計期間末日現

在において測定された返還相

当額（最低責任準備金）は

2,091,106千円であり、当該

返還相当額（最低責任準備

金）の支払が当中間連結会計

期間末日に行われたと仮定し

て「退職給付会計に関する実

務指針（中間報告）」（日本

公認会計士協会　会計制度委

員会報告第13号）第44-2項を

適用した場合に生じる損益の

見込額は1,872,177千円であ

ります。

　なお、当該見込額は今後の

株式市況等の影響により変動

する可能性があります。 

──────

 

（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、内規に基づく中間

連結会計期間末要支給額を引

当計上しております。

⑥　役員退職慰労引当金

同左

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。

(4）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。

(4）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

同左

(4）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、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。

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(5）重要なリース取引の処理方法

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

(6）重要なヘッジ会計の方法 (6）重要なヘッジ会計の方法 (6）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。

①　ヘッジ会計の方法

同左

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ 同左 同左

ヘッジ対象…短期借入金及び

長期借入金

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

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

④　ヘッジの有効性評価の方法

同左

(7）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

(7）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

(7）その他連結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

①　消費税等の会計処理

同左

４．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

　中間連結キャッシュ・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 　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。
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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の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（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）

　当中間連結会計期間から「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中間

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、

改正後の中間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。

────── （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。

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当中間連結会計期間から「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準第５号　平成17年

12月９日)及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」(企業会計基準適用指針第８号

　平成17年12月９日)を適用しており

ます。これまでの資本の部の合計に相

当する金額は5,205,065千円でありま

す。

　なお、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、中間連結財務諸表規則の改正

に伴い、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。

──────
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追加情報

前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（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、当中

間連結会計期間から「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37,234千円増加し、営

業損失、経常損失及び税金等調整前中

間純損失が同額増加しております。

──────

 

(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

（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８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年８月31日）

前連結会計年度
（平成18年２月28日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

10,046,167千円 9,689,419千円 9,625,080千円

※２　担保資産及び担保付債務 ※２　担保資産及び担保付債務 ※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は、次のとお

りであります。

　担保に供している資産は、次のとお

りであります。

　担保に供している資産は、次のとお

りであります。

建物及び構築物 828,585千円

土地 2,634,097

敷金及び保証金 1,914,938

計 5,377,620千円

建物及び構築物 636,991千円

土地 2,252,493

敷金及び保証金 617,190

投資有価証券 1,198,495

計 4,705,170千円

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。

　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 5,761,000千円

長期借入金 19,002,140

（１年内返済予定長期借入金を含む）

計 24,763,140千円

短期借入金 4,748,934千円

長期借入金 13,329,330

（１年内返済予定長期借入金を含む）

計 18,078,264千円

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　中間連結貸借対照表の有形固定資産の

その他に計上した機械及び装置

（226,271千円）並びに器具及び備品

（487,005千円）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　中間連結貸借対照表の有形固定資産の

その他に計上した機械及び装置

（186,673千円）並びに器具及び備品の

一部（271,366千円）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　連結貸借対照表の有形固定資産のその

他に計上した機械装置（204,573千円）

及び（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　当社の発行済株式総数は、普通株式

26,426,000株であります。

※４　当社の発行済株式総数は、普通株式

31,053,000株であります。

※４　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　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27,744株

であります。

※５　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34,344株

であります。

※５　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。
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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17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（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。

※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 3,823,107千円

給与手当 3,472,824

減価償却費 378,134

退職給付費用 282,659

ポイントサービス
引当金繰入額

276,593

賞与引当金繰入額 233,783

役員退職慰労引当金
繰入額

12,000

地代家賃 3,203,949千円

給与手当 3,105,504

減価償却費 332,951

ポイントサービス
引当金繰入額 

250,761

賞与引当金繰入額 189,330

退職給付費用 109,895

役員退職慰労引当金
繰入額

12,405

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。

※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 20,861千円

有形固定資産
のその他

20,786

撤去費用 37,650

計 79,297千円

建物及び構築物 21,124千円

有形固定資産
のその他

11,687

撤去費用 75,999

計 108,811千円

建物及び構築物 112,069千円

有形固定資産
のその他

71,323

撤去費用 202,535

計 385,928千円
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前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

※３ 減損損失

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

（千円）

群馬県

前橋市

土地及び

建物
     72,217

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

※３ 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

（千円）

 北海道・

東北地区

器具及び

備品等
     36,021

関東地区

土地、建物、

器具及び備品

等

    766,967

中部地区
器具及び

備品等
     15,695

関西地区
　器具及び

  備品等
　   56,620

中国・

四国地区

　器具及び

  備品等
　   13,712

九州地区
　器具及び

  備品等
　   66,698

計 　 　　955,715

※３ 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　

（千円）

群馬県

前橋市

土地及び

建物
72,217

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

② 減損損失に至った経緯

　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。

② 減損損失に至った経緯

　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。

② 減損損失に至った経緯

　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 ③ 減損損失の内訳 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

土地 323,820千円

建物及び構築物 428,040

器具及び備品 142,987

電話加入権 8,595

長期前払費用 19,479

リース資産 32,792

計 955,715千円

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。

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。

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帳簿価額）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、不動産鑑定評価額等を

基に算定しております。

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帳簿価額）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、不動産鑑定評価額等を

基に算定しております。

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帳簿価額）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、不動産鑑定評価額等を

基に算定しております。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間　（自　平成18年３月１日　至　平成18年８月31日）

　　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末
株式数（千株）

当中間連結会計期間
増加株式数

(千株)

当中間連結会計期間
減少株式数

（千株）

当中間連結会計期間
末株式数

（千株）

発行済株式

　　普通株式　（注）１ 26,426 4,627 － 31,053

        合計 26,426 4,627 － 31,053

自己株式

　　普通株式　（注）２ 32 2 － 34

　　　　合計 32 2 － 34

(注)　１．普通株式の発行済株式総数の増加4,627千株は、第三者割当による新株式の発行によるものであります。

　　　２．普通株式の自己株式の株式数の増加２千株は、単元未満株式の買取りによる増加によるものであります。

（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17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

※１　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掲記されている

科目の金額との関係

※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掲記されている

科目の金額との関係

※１　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８月31日現在） （平成18年８月31日現在） （平成18年２月28日現在）

現金及び預金勘定 9,486,698千円

現金及び現金同等物 9,486,698千円

現金及び預金勘定 4,426,930千円

預入期間が３か月を超え
る定期預金

△10,000千円

現金及び現金同等物 4,416,930千円

現金及び預金勘定 3,252,670千円

預入期間が３か月を超え
る定期預金

△10,000千円

現金及び現金同等物 3,242,670千円

※２ 　  ───── ※２　当中間連結会計期間に営業の譲渡によ

り減少した資産の主な内容

　スポーツ事業の営業譲渡により減少

した資産の内訳と営業譲渡による収入

との関係は、次のとおりであります。

流動資産 1,315,316千円

固定資産 350,069 

営業譲渡損失 △659,814 

営業譲渡による収入 1,005,571千円

※２ 　  ─────
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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

（前中間連結会計期間）

１．その他有価証券で時価のあるもの

前中間連結会計期間末（平成17年８月31日）

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

(1）株式 515,562 1,042,701 527,139

(2）その他 122,616 129,126 6,509

合計 638,179 1,171,828 533,648

　（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、中間連結会計期間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る額について減損処理を行うものとしております。なお、当中間連結会計期間末に

おいて、減損処理を行ったものはありません。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

前中間連結会計期間末（平成17年８月31日）

中間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

　（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、中間連結会計期間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る額について減損処理を行うものとしております。なお、当中間連結

会計期間末において、減損処理を行ったものはありません。

（当中間連結会計期間）

１．その他有価証券で時価のあるもの

当中間連結会計期間末（平成18年８月31日現在）

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

株式 480,703 1,362,890 882,187

（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、中間連結会計期間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る額について減損処理を行うものとしております。
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２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

当中間連結会計期間末（平成18年８月31日現在）

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 75,180

（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、中間連結会計期間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る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）

１．その他有価証券で時価のあるもの

前連結会計年度末（平成18年２月28日現在）

取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 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る額について減損処理を行うものとしております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

前連結会計年度末（平成18年２月28日現在）

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 75,180

（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る額について減損処理を行うものとしております。

－ 27 －



③　デリバティブ取引

前中間連結会計期間末（平成17年８月31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 △20,603 △20,603

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 △35,124 △35,124

合計 4,466,320 △55,727 △55,727

　（注）　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。

当中間連結会計期間末（平成18年８月31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 △3,779 △3,779

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 1,173 1,173

合計 4,466,320 △2,605 △2,605

　（注）　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。

前連結会計年度末（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）　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　セグメント情報

ａ．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17年３月１日　至平成17年８月31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）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 30,543,317 2,224,611 1,072,888 33,840,816 － 33,840,816

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 30,543,317 2,224,611 1,072,888 33,840,816 － 33,840,816

営業費用 29,794,786 2,263,164 1,110,011 33,167,961 1,006,892 34,174,854

営業利益又は営業損失（△） 748,530 △38,552 △37,123 672,855 (1,006,892) △334,037

当中間連結会計期間（自平成18年３月１日　至平成18年８月31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）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 26,845,139 276,478 884,994 28,006,611 － 28,006,611

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 26,845,139 276,478 884,994 28,006,611 － 28,006,611

営業費用 26,667,578 390,419 887,120 27,945,117 667,660 28,612,778

営業利益又は営業損失（△） 177,560 △113,941 △2,126 61,493 (667,660) △606,166

前連結会計年度（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）

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

　（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
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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。

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 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）

1,006,892 667,660 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

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦の売上高の金額は、全セグメン

トの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前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。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（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    364円16銭

１株当たり中間純損失 42円21銭

１株当たり純資産額 167円80銭

１株当たり中間純損失 105円03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株当たり中

間純利益金額については、１株当たり

中間純損失であり、また、潜在株式が

ないため記載しておりません。

　なお、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

中間純損失であり、また、希薄化効果

を有している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）１．１株当たり純資産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17年３月１日
至　平成17年８月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日)

前連結会計年度
(自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日)

純資産の部の合計額（千円） ─ 5,212,889 ─

純資産の部から控除する金額（千円） ─ 7,823 ─

（うち少数株主持分） (─) （7,823） (─)

普通株式に係る中間期末（期末）の純

資産額の金額（千円）
─ 5,205,065 ─

中間期末（期末）の普通株式の数

（千株）
─ 31,018 ─

（注）２．１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17年３月１日
至　平成17年８月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日)

前連結会計年度
(自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日)

中間（当期）中間純損失（千円） 1,114,341 3,015,034 3,860,925

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）純損失（千

円）
1,114,341 3,015,034 3,860,925

期中平均株式数（千株） 26,399 28,705 26,397

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

金額の算定に含めなかった潜在株式の

概要

─ 　新株予約権１種類

（新株予約権の数20,430

個）

　なお、これらの概要は

前連結会計年度

（重要な後発事象）

３．「株式会社TSUTAYA

との業務及び資本提携に

ついて」３．「第三者割

当による新株予約権発行

要領の概要」に記載のと

おりであります。

─
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（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。 同左 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約

４億97百万円を平成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いたしました。

その概要と結果は以下のとおりです。

(1）早期退職者募集の理由

　当社は事業安定化を図るため、

抜本的な事業構造改革による収益

力の向上と経営基盤強化の諸施策

を推し進めており、その一環とし

て、本募集を行いました。

(2）早期退職者募集の概要と結果

募集対象者

　平成18年３月31日時点で満38

歳以上59歳６ヶ月以下かつ勤続

年数15年以上の正社員

募集人数

　130名程度

募集期間

　平成18年４月11日から平成18

年４月13日

退職日

　平成18年５月20日

その他

　退職者に対しては、会社都合

扱いの退職金と特別加算金を支

給するとともに、再就職支援を

行います。

応募者数

　60名
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前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

  損失見込額

　早期退職者に伴う特別加算金

は３億66百万円であり、平成19

年２月期において特別損失とし

て計上する予定であります。

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・融合することで、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、「株式及び新株予約権の

割当てに関する契約」を平成18

年４月21日にそれぞれ締結して

おります。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（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。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

  (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。

（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。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

  　なお、平成18年５月25日開催の

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

案が承認されております。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。

(5）その他

該当事項はありません。
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