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決算取締役会開催日 平成19年４月27日 配当支払開始予定日 平成－年－月－日

定時株主総会開催日 平成19年５月30日 単元株制度採用の有無 有（１単元　1,000株）

１．19年２月期の業績（平成18年３月１日～平成19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 ％

19年２月期 55,329 (△19.5) △77  (　－　) △531  (　－　)

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

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

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年２月期 △2,984  (　－　) △100 47 ──── △50.3 △1.5 △1.0

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

（注）１．期中平均株式数 19年２月期         29,707,302株 18年２月期 26,397,189株

２．会計処理の方法の変更 無

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）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

19年２月期 31,790 4,762 15.0 153 53

18年２月期 41,176 7,112 17.3 269 46

（注）１．期末発行済株式数 19年２月期           31,017,307株 18年２月期 26,393,456株

２．期末自己株式数 19年２月期       35,693株 18年２月期 32,544株

２．20年２月期の業績予想（平成19年３月１日～平成20年２月29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 23,680 △350 △1,150

通　期 47,900 120 △810

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　△27円27銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円） 配当金総額
(百万円)

配当性向
（％）

純資産配当
率（％）中間期末 期末 年間

18年２月期 － － － － － －

19年２月期 － － － － － －

20年２月期（予想） － － －    

※　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43期
（平成18年２月28日）

第44期
（平成19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 3,113,504 3,328,185

２．受取手形  8,394 9,270

３．売掛金 2,431,048 2,217,903

４．商品 14,502,580 11,533,893

５．前渡金 17,327 34,208

６．前払費用 112,439 101,756

７．未収収益 303,889 308,787

８．未収入金 1,280,889 388,893

９．１年内回収予定従業員長
期貸付金

7,238 7,657

10．その他 7,920 29,477

11．貸倒引当金 △3,444 △1,038

流動資産合計 21,781,787 52.9 17,958,993 56.5

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産

１．建物 ※１ 8,491,781 7,500,268

減価償却累計額 5,273,809 3,217,971 5,243,886 2,256,381

２．構築物 ※１ 37,672 36,601

減価償却累計額 31,684 5,987 32,041 4,559

３．機械及び装置 ※４ 810,080 810,080

減価償却累計額 605,506 204,573 641,306 168,773

４．器具及び備品 ※４ 4,542,509 4,208,959

減価償却累計額 3,712,476 830,032 3,750,330 458,629

５．土地 ※1,5 3,039,673 2,483,859

６．建設仮勘定  1,417 1,612

有形固定資産合計 7,299,657 17.7 5,373,816 16.9

－ 42 －



第43期
（平成18年２月28日）

第44期
（平成19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 205,934 130,018

３．電話加入権 46,161 31,490

無形固定資産合計 313,510 0.8 222,923 0.7

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 ※１ 1,453,204 173,822

２．関係会社株式 100,000 57,032

３．出資金 379 379

４．長期貸付金 7,398 111,390

５．長期前払費用 85,416 131,142

６．敷金及び保証金 ※１ 9,284,302 7,570,534

７．長期未収入金 679,329 459,793

８．長期性預金 500,000 －

９．その他 37,022 33,951

10．貸倒引当金 △365,914 △303,315

投資その他の資産合計 11,781,138 28.6 8,234,729 25.9

固定資産合計 19,394,306 47.1 13,831,470 43.5

資産合計 41,176,094 100.0 31,790,464 100.0

     

－ 43 －



第43期
（平成18年２月28日）

第44期
（平成19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  640,621 685,092

２．買掛金 2,471,182 3,064,244

３．短期借入金 ※１ 3,153,692 4,352,600

４．１年内返済予定長期借入
金

※１ 5,903,170 8,118,580

５．１年内償還予定社債 860,000 860,000

６．未払金 755,000 445,557

７．未払費用 615,237 512,078

８．未払法人税等 196,541 144,575

９．未払消費税等 67,576 35,721

10．前受金 14,384 17,541

11．預り金 35,656 12,049

12．賞与引当金 199,857 －

13．ポイントサービス　   
　引当金

266,378 192,386

14．返品調整引当金 219 112

15．設備支払手形 65,614 4,725

流動負債合計 15,245,130 37.0 18,445,264 58.0

Ⅱ　固定負債

１．社債 1,780,000 920,000

２．長期借入金 ※１ 12,914,120 4,475,840

３．再評価に係る繰延税金負
債

※５ 303,319 167,264

４．繰延税金負債  182,148 13,371

５．退職給付引当金 1,807,195 1,730,289

６．役員退職慰労引当金 197,601 170,817

７．債務保証損失引当金 100,000 －

８．長期未払金 1,502,262 1,057,476

９．預り保証金 18,610 47,017

10．その他 13,613 989

固定負債合計 18,818,870 45.7 8,583,065 27.0

負債合計 34,064,001 82.7 27,028,330 85.0

－ 44 －



第43期
（平成18年２月28日）

第44期
（平成19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 7.7 － －

Ⅱ　資本剰余金

資本準備金 2,673,780 －

資本剰余金合計 2,673,780 6.5 － －

Ⅲ　利益剰余金

利益準備金 795,200 －

任意積立金

　別途積立金 7,600,000 －

当期未処理損失 4,169,054 －

利益剰余金合計 4,226,145 10.3 － －

Ⅳ　土地再評価差額金 ※５ △3,496,789 △8.5 － －

Ⅴ　その他有価証券評価差額金 535,756 1.3 － －

Ⅵ　自己株式 ※３ △7,598 △0.0 － －

資本合計 7,112,093 17.3 － －

負債資本合計 41,176,094 100.0 － －

     

－ 45 －



第43期
（平成18年２月28日）

第44期
（平成19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
（％）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   － －  3,754,548 11.8

２．資本剰余金        

    資本準備金  －   3,247,528   

資本剰余金合計   － －  3,247,528 10.2

３．利益剰余金        

(1) 利益準備金  －   795,200   

(2) その他利益剰余金        

別途積立金  －   3,400,000   

繰越利益剰余金  －   △3,175,192   

利益剰余金合計   － －  1,020,007 3.2

４．自己株式   － －  △8,327 △0.0

株主資本合計   － －  8,013,755 25.2

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差額
金

  － －  23,597 0.1

２．土地再評価差額金 ※５  － －  △3,275,219 △10.3

評価・換算差額等合計   － －  △3,251,621 △10.2

純資産合計   － －  4,762,134 15.0

負債純資産合計   － －  31,790,464 100.0

－ 46 －



(2）損益計算書

第43期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

第44期
（自　平成18年３月１日
至　平成19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 68,721,604 100.0 55,329,771 100.0

Ⅱ　売上原価

１．商品期首たな卸高 15,994,860 14,502,580

２．当期商品仕入高 47,020,912 37,817,025

合計 63,015,772 52,319,605

３．他勘定振替高 ※１ 78,540 1,828,019

４．商品期末たな卸高 14,502,580 11,533,893

５．返品調整引当金戻入額 79 48,434,571 70.5 － 38,957,692 70.4

売上総利益 20,287,032 29.5 16,372,078 29.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．広告宣伝費 16,222 28,613

２．ポイントサービス引当金
繰入額

266,378 192,386

３．役員退職慰労引当金繰入
額

26,319 23,565

４．給与手当 6,864,499 5,903,666

５．退職給付費用 504,470 215,453

６．賞与 389,371 55,245

７．賞与引当金繰入額 199,857 －

８．地代家賃 7,695,772 6,360,221

９．減価償却費 761,985 611,532

10．その他 3,890,035 20,614,912 30.0 3,058,695 16,449,381 29.7

営業損失 327,880 0.5 77,302 0.1

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 9,588 10,399

２．受取配当金 11,468 13,596

３．受取手数料 32,952 36,288

４．営業補償金受取額 2,000 1,000

５．損害補償金受取額  20,577 14,535

６．受取賃貸料  － 109,970

７．デリバティブ評価益 63,515 22,373

８．その他 63,621 203,723 0.3 33,927 242,092 0.4

       

－ 47 －



第43期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

第44期
（自　平成18年３月１日
至　平成19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 753,657 560,199

２．社債利息 17,724 13,739

３．出店契約解約金 136,632 －

４．その他 104,199 1,012,213 1.5 121,859 695,799 1.3

経常損失 1,136,370 1.7 531,009 1.0

Ⅵ　特別利益

１．厚生年金基金代行返上益 2,142,528 －

２．固定資産売却益 － 125,830

３．投資有価証券売却益 94,830 754,814

４．債務保証損失引当金戻入
益

－ 100,000

５．その他 － 2,237,359 3.3 22,292 1,002,937 1.8

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※２ 385,326 183,866

２．減損損失 ※３ 465,565 1,230,582

３．確定拠出年金制度導入費
用

 1,582,394 －

４．特別退職関連費用  － 409,653

５．営業譲渡損失  － 660,907

６．商品廃棄損  78,540 －

７．商品評価損  － 735,120

８．その他 119,996 2,631,824 3.8 73,940 3,294,071 5.9

税引前当期純損失 1,530,835 2.2 2,822,144 5.1

法人税、住民税　　　
及び事業税

125,707 120,087

法人税等調整額 2,204,422 2,330,129 3.4 42,335 162,422 0.3

当期純損失 3,860,965 5.6 2,984,566 5.4

前期繰越利益 3,452 －

土地再評価差額金　　
取崩額

△311,542 －

当期未処理損失 4,169,054 －

   

－ 48 －



(3）損失処理計算書及び株主資本等変動計算書

    損失処理計算書 　

前事業年度
（株主総会承認日

　平成18年５月25日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処理損失 4,169,054

Ⅱ　任意積立金取崩額

別途積立金取崩額 4,200,000 4,200,000

Ⅲ　次期繰越利益 30,945

   

－ 49 －



株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28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
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年２月28日　残高
（千円）

3,180,800 2,673,780 795,200 7,600,000 △4,169,054 △7,598 10,073,126

事業年度中の変動額

新株の発行 573,748 573,748 － － － － 1,147,496

別途積立金取崩額（注） － － － △4,200,000 4,200,000 － －

当期純損失 － － － － △2,984,566 － △2,984,566

自己株式の取得 － － － － － △729 △729

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 － － － － △221,570 － △221,570

事業年度中の変動額合計
（千円）

573,748 573,748 － △4,200,000 993,862 △729 △2,059,371

平成19年２月28日　残高
（千円）

3,754,548 3,247,528 795,200 3,400,000 △3,175,192 △8,327 8,013,755

評価・換算差額等

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

平成18年２月28日　残高
（千円）

535,756 △3,496,789 7,112,093

事業年度中の変動額

新株の発行 － － 1,147,496

別途積立金取崩額（注） － － －

当期純損失 － － △2,984,566

自己株式の取得 － － △729

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

△512,158 － △512,158

土地減損に伴う減少 － 221,570 －

事業年度中の変動額合計
（千円）

△512,158 221,570 △2,349,958

平成19年２月28日　残高
（千円）

23,597 △3,275,219 4,762,134

　（注）　平成18年５月の定時株主総会における損失処理項目であります。

－ 50 －



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

第43期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

第44期
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

―――――― 　当社は、２期連続して経常損失（前事業年度は1,136百

万円、当事業年度は531百万円）、当期純損失（前事業年

度は3,480百万円、当事業年度は2,984百万円）を計上しま

した。これに伴い、当社が金融機関数社と締結しているシ

ンジケートローン（平成19年２月28日現在残高3,480百万

円）の財務制限条項に抵触し、今後の資金繰りに重要な影

響を及ぼすおそれがあり、継続企業の前提に関する重要な

疑義が存在しています。

　当該事由に基づく期限の利益の喪失を回避するため、貸

付人に対して当該シンジケートローンの返済延期について

交渉し、その結果、多数貸付人より期限の利益を喪失させ

る通知を行わない旨の書面を入手し、一括返済義務が生じ

ないよう対処いたしました。 

　加えて、今後のより安定した資金繰りを確保するために、

取引金融機関に対して、平成20年２月末日までの１年間の

全借入債務に対する返済額を２億円とすること、及び当該

返済額を除く平成20年２月末日までの１年間の借入金残高

の維持または返済スケジュールの変更を申し入れており、

主要金融機関５行１社（平成19年２月28日現在借入債務残

高17,414百万円、構成比93％）より同意をいただいており

ます。同意を得られていない金融機関（同1,313百万円、

構成比7％）に対しては引き続き同意を得るよう要請を継

続しております。

　当社はこうした状況を改善するためには、更なる抜本的

な経営体質の改善および収益基盤の強化が必要であると判

断し、平成19年度を初年度とする「中期経営計画」を策定

致しました。この「中期経営計画」は“事業構造の改革を

実現し経営の健全化を図る”を基本方針としており計画実

施の第一段階として下記の諸施策を実施に移してまいりま

す。

①　業務の効率化を促進するため全社的な業務改善プ

　　ロジェクトを展開し人員の減員を図る。

②　人・組織の活性化に向けた人事制度改革を行

　　い、人件費の適正配分、公正な評価・処遇等成果

　　主義を徹底し、 また人材の計画的な育成に係る人

　　事システムを導入する。

③　不採算店舗を撤退する一方で、大都市圏を中心に

　　顧客視点に立った「次世代新星堂ブランド」の構

　　築と同時に、既存店舗の活性化策として地域特性

　　を考慮した当社独自のマーチャンダイジングを推

　　進し個店毎の収益力の向上を目指す。

④　自動発注システム等の導入により在庫の装備力を

　　強化し販売機会ロスの低減化を図る。

　当社は本計画を着実に実行して、事業の再生を果たすと

ともに安定した財務基盤を持つ企業へと生まれ変わってま

いります。財務諸表は継続企業を前提として作成されてお

り、このような重要な疑義の影響を財務諸表には反映して

おりません。
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重要な会計方針

項目
第43期

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

第44期
（自　平成18年３月１日
至　平成19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

決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法

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

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 売価還元法による原価法

（追加情報）

  財務体質の見直しの一環として、

当事業年度において、在庫管理方針

の変更をしました。その結果、通常

在庫から除外した商品群について回

収不能見込額を商品評価損として特

別損失に735,120千円計上しておりま

す。これにより、従来に比べ税引前

当期純損失及び当期純損失が同額増

加しております。

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．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
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項目
第43期

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

第44期
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

６．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

(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

　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。なお、翌上期

の賞与の支給は行わないため、当事業年

度末においては賞与引当金の計上はあり

ません。

(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

　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。

（追加情報）

  当事業年度において、Ｔカードに加盟

し従来のポイントカードを廃止すること

になったため、ポイントサービス引当金

をポイントの残存有効期間にわたり均等

取崩しすることとしました。　　

　これによる引当金取崩額は、販売費及

び一般管理費のマイナスとして処理して

おります。

(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
第43期

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

第44期
（自　平成18年３月１日
至　平成19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。

(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。

(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

――――――

７．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
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項目
第43期

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

第44期
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

８．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

９．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

会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19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。

――――――  (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

 当事業年度から「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。同会計基準適用により、こ

れまでの資本の部の合計に相当する金額との差異はありま

せん。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。
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表示方法の変更

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

―――――― （損益計算書）

 「受取賃貸料」は、前事業年度まで営業外収益の「その

他」に含めておりましたが、当事業年度において受取賃貸

料の金額が営業外収益の100分の10を超えたため、区分掲

記しております。

　なお、前事業年度の「受取賃貸料」は9,102千円であり

ます。

追加情報

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19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

（貸借対照表関係）

第43期
（平成18年２月28日）

第44期
（平成19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 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

建物 606,617千円

構築物 417

土地 2,032,991

敷金及び保証金 540,672

計 3,180,700千円

上記に対する債務額 上記に対する債務額

短期借入金 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

短期借入金 3,761,600千円

長期借入金 10,661,420

（１年内返済予定長期借入金を含む）

計 14,423,020千円

※２　授権株式数及び発行済株式総数 ※２　  　　　　　 ――――――

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。

※３　自己株式 ※３　  　　　　　 ――――――

　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(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。

※４　貸借対照表に計上した機械及び装置(168,773千

円）、器具及び備品の一部（201,067千円）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43期
（平成18年２月28日）

第44期
（平成19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

△674,591千円

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

△336,757千円

　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535,756千円

であります。

　６　  　　　　　 ――――――
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（損益計算書関係）

第43期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

第44期
（自　平成18年３月１日
至　平成19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

商品廃棄損 78,540千円

売上原価

当期商品仕入高 1,092,899千円

　スポーツ事業の営業譲渡による商品譲渡高であ

ります。

特別損失

商品評価損 735,120千円

※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 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

建物 62,286千円

構築物 51

器具及び備品 15,151

撤去費用 106,377

計 183,866千円

※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

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

※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

北海道・

東北地区
器具及び備品等 50,160千円

関東地区
土地、建物、器

具及び備品等
955,538

中部・

東海地区
器具及び備品等 49,767

近畿地区 器具及び備品等 65,911

中国・

四国地区
器具及び備品等 22,664

九州地区 器具及び備品等 86,540

計  1,230,582千円

　　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　

建物及び構築物 289,361千円

器具及び備品 76,889

土地 57,783

リース資産 23,229

電話加入権 18,301

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　

建物及び構築物 570,870千円

器具及び備品 206,782

土地 323,820

リース資産 44,123

ソフトウエア 36,504

電話加入権 13,485

長期前払費用 34,995

計 1,230,582千円
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第43期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

第44期
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

　　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、不動産鑑定評価額等を

　基に算定しております。

　　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。

（株主資本等変動計算書関係）

第44期（自平成18年３月１日　至平成19年２月28日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前期末株式数
（千株）

当期増加株式数
（千株）

当期減少株式数
（千株）

当期末株式数
（千株）

自己株式

普通株式 32 3 － 35

合計 32 3 － 35

(注）普通株式の自己株式の株式数の増加３千株は、単元未満株式の買取りによる増加です。

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17年３月１日　至平成18年２月28日）及び当事業年度（自平成18年３月１日　至平成19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43期
（平成18年２月28日）

第44期
（平成19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 14,815千円

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

未払事業所税 12,065千円

未払事業税 9,729

ポイントサービス引当金 77,724

商品評価損 311,516

貸倒引当金 419

確定拠出年金制度導入費用 60,823

関係会社株式評価損 17,358

繰延税金資産小計 489,637千円

評価性引当額 △489,637

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 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

貸倒引当金 121,343千円

退職給付引当金 699,036

役員退職慰労引当金 69,010

投資有価証券評価損 5,098

確定拠出年金制度導入費用 308,664

減損損失 502,213

関係会社株式評価損 20,200

繰越欠損金 1,913,323

その他 10,583

繰延税金資産小計 3,649,474千円

評価性引当額 △3,649,474

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 △9,793千円

土地譲渡益繰延 △3,578

繰延税金負債合計 △13,371千円

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 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％

法定実効税率 40.4％

（調整）

住民税均等割 △4.3

評価性引当額 △42.1

交際費 △0.1

その他 0.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △5.8％
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（１株当たり情報）

第43期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

第44期
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

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

１株当たり純資産額  153円53銭

１株当たり当期純損失 100円47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、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。

　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、希薄化効果を

有する潜在株式がないため記載しておりません。

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

第43期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

第44期
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当期純損失（千円） 3,860,965 2,984,566

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純損失（千円） 3,860,965 2,984,566

期中平均株式数（千株） 26,397 29,707

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり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、これらの概要は前事業年度

（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）

第43期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

第44期
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

 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

　　　　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。

  １.子会社の解散及び清算

　 平成19年３月30日開催の当社取締役会において、当社

 の子会社である株式会社新星堂ポータルを解散するこ

 とを決議いたしました。

  (1) 株式会社新星堂ポータルの概要

   代表者　代表取締役社長　宮崎　正紀

   本店所在地　東京都杉並区上荻１丁目23番17号

   設立年月日　平成17年10月25日

   主な事業内容　

   携帯端末及びインターネットを利用した情報配信並び

   に通信販売

　(2) 日程

   平成19年３月30日　

   株式会社新星堂ポータルの株主総会にて解散決議

   平成19年６月　

   株式会社新星堂ポータルの清算結了（予定）

　　 なお、当社の平成20年２月期の単独業績に与える影

　 響は軽微です。
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第43期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

第44期
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

　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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第43期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

第44期
（自　平成18年３月１日
至　平成19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。

－ 65 －



第43期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

第44期
（自　平成18年３月１日
至　平成19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。

　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。

７．品目別販売実績

品目

第43期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

第44期
（自　平成18年３月１日
至　平成19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 34,053,464 49.6 30,117,192 54.4

映像ソフト 19,797,500 28.8 15,137,449 27.4

楽器及びその他音楽関連用品 7,589,535 11.0 7,038,429 12.7

スポーツ用品 4,191,365 6.1 276,460 0.5

書籍 2,065,742 3.0 1,739,022 3.1

小売計 67,697,608 98.5 54,308,554 98.1

通販・卸売 1,023,996 1.5 1,021,217 1.9

合計 68,721,604 100.0 55,329,771 100.0

　（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　　２．スポーツ用品の販売実績の減少は、平成18年４月に株式会社ヤマノスポーツシステムズにスポーツ事業を

　営業譲渡したことによるものであります。
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８．役員の異動（平成19年５月30日付）
１．代表取締役の異動

　該当事項はありません。

２．新任監査役候補

社外監査役（非常勤） 大崎　康博 （当社顧問弁護士）

　　※ 大崎　康博氏は会社法第２条第16号に定める社外監査役の候補者であります。

３．退任予定監査役

常勤監査役 片倉　弘之  

監査役 小原　傳衛  

※なお、下記の人事異動につきましては、本日開催の取締役会において平成19年５月１日付で行うことを決議しており

　ます。

４．執行役員の異動

執行役員副社長 砂田　浩孝 （現　ワンスアラウンド株式会社取締役）

５．顧問就任予定者

顧問 鈴木　理善 （現　ワンスアラウンド株式会社代表取締役社長）

以上
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