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１．19年２月期の連結業績（平成18年３月１日～平成19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 ％

19年２月期 55,475 (△19.5) △101 (  －  ) △563 (  －  )

18年２月期 68,873 (△4.5) △322 (  －  ) △1,135 (  －  )

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 △3,041 (  －  ) △102 37 ──── △51.7 △1.5 △1.0

18年２月期 △3,860 (  －  ) △146 26 ──── △43.2 △2.4 △1.6

（注）１．持分法投資損益 19年２月期 ─百万円 18年２月期 ─百万円

２．期中平均株式数（連結） 19年２月期           29,707,302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、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 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 31,739 4,681 14.8 150 77

18年２月期 41,168 7,083 17.2 268 36

（注）期末発行済株式数（連結） 19年２月期           31,017,307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

19年２月期 1,032 3,965 △4,877 3,364

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

２．20年２月期の連結業績予想（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 23,750 △350 △1,150

通　期 48,060 130 △800

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　　△26円93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。なお、㈱新星堂ポー

タルにつきましては、平成19年３月30日の当社取締役会において解散及び清算する旨決議しております。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、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。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）

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） 

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）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）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、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、“事業構造の改革を実現し経営の健全化図る”を基本方針として

平成19年度を初年度とする「中期経営計画」を策定いたしました。業務の効率化を強力に推進してまいります。

　今後は「Growing&Re-design(成長と革新)」をキーワードに、社内の構造改革を強力に推進するとともに、多様化す

るマーケットに対応するため、マルチブランド戦略に基づき店舗網の再編をしてまいります。当社は、平成18年７月

に団塊世代が親しんだ60～70年代に流行した音楽にスポットを当てた「高円寺レコード店」を出店、さらに平成19年

３月には、ディスクインルミネ立川店の改装を期に、トレンドに敏感なキャリアＯＬやカップルで楽しめる新しい音

楽と映画の提案型ショップ「Tea For Two Records」をリニューアルオープンいたしました。従来のワンブランドでは、

顧客の変化への対応が遅れ、画一的な店造りとなっていたことに対する反省から店舗のあり方を見直し、それぞれの

立地別地域別にマーケットや顧客動向を分析して、その立地に応じた顧客に支持される店舗を目指してまいります。

資本・業務提携契約を締結している株式会社TSUTAYAと情報の共有化やノウハウを最大限に活用して次世代型の店舗造

りに注力し、音楽・映像の総合エンタテインメント企業を目指してまいります。

(5）対処すべき課題

　今後の経済情勢につきましては、景気は緩やかに拡大傾向にあるものの、個人消費については依然として伸び悩む

ことが懸念され、今後も厳しい経営環境が続くと予想されます。小売業界につきましては、情報通信機器の進化、イ

ンフラの整備が一層進みあらゆるところに変革の波が押し寄せ、またそれが加速されています。

　当社主力商品を扱っている音楽ソフト業界では、インターネットを通じた音楽配信、通信販売が徐々に広がりを見

せ、また主力購買層であった若年層が少子高齢化により減少傾向にあるなど、パッケージソフトを主たる商品にして

いる当社にとっては、経営環境は厳しくまさに大きな試練に直面しております。

  当社はこれまで数値に基づく鮮度の高い具体的な情報を収集するため戦略的情報システムの導入、完全自動化され

た物流拠点の新設、スポーツ事業からの撤退、適正な人員数実現のため早期希望退職者の募集などの施策を次々に実

施してまいりましたが、これら施策が当初の予測した成果を必ずしもあげておらず、ここ数年は目標数値を下回り当

社の理想とする経営から乖離した状態が続いております。

　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」を策定いたしました。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。
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　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。

　売上が伸びなくても利益が出る体質、市場が伸びなくても売上を伸ばす体質を目指し、役員、社員全員が旧来の思

考モデルを払拭し、危機意識を共有し、この中期経営計画を着実に確実に実行することで早期の業績回復を図り、復

配に向けて邁進してまいる所存であります。

　次連結会計年度の業績の見通しは、売上高480億60百万円、営業利益４億30百万円、経常利益１億30百万円及び当期

純損失は８億円を見込んでおります。

(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）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、米国経済の減速懸念や原油価格高止まりの影響はあったものの、企業業績

の改善による設備投資の増加や、雇用の改善を背景として景気は回復基調で推移いたしました。

しかしながら企業部門の好調さが家計部門へ波及せず、個人消費は弱含みのまま推移し、加えて生き残りをかけた熾

烈な企業間競争が繰り広げられ、小売業界を取り巻く環境は依然として厳しい状況で推移いたしました。

　このような状況のもと当社グループは、収益基盤の整備充実が急務ととらえ、適正な人員数実現のための早期希望

退職者の募集（応募者数60名）、音楽事業へ経営資源を集中するため、スポーツ事業からの撤退、昨年度に引続き不

採算店舗の閉鎖を加速、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しました。さらには平成18年６月には株式会社ＴＳＵＴＡＹ

Ａを割当先とする新株式（普通株式）4,627千株を発行し、総額1,147,496千円を調達するなど財務の健全化にも努め

ました。

　また当社グループは、既存店舗の活性化を優先し、販売強化に努めましたが、主力である音楽ソフト部門の、音楽

配信や通信販売市場の拡大等による販売チャネルの多様化などの変化への対応が必ずしも十分ではなく、さらには、

期待していた映像ソフト市場も、洋画ＤＶＤの強力作品不足とＤＶＤ商品の低価格化により、拡大せず、売上は低迷

しました。

　当社グループは、こうした事態を打破すべく各種セールの実施、本部主導による鮮度の高い在庫への切り替え、良

好な売上仕入バランスの維持、新譜商品の本部発注、店間移動の促進など売上確保に精力的に取り組みましたが、こ

れら施策の稼動が当連結会計年度後半になるなど徹底できず、当初計画の売上高を大幅に下回る結果となりました。

　収益面につきましても、出店の抑制、固定資産及び有価証券の売却、総人件費の圧縮等利益の確保に努めましたが、

売上減の影響は大きく、業績は低迷いたしました。

  当連結会計年度における新設店舗は２店舗、改装店舗は11店舗、閉鎖店舗は12店舗、この他スポーツ店舗14店舗を

営業譲渡し、当連結会計年度末店舗数は246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554億75百万円（前連結会計年度比19.5％減）、営業損失は１億１百万円

（前連結会計年度は３億22百万円の損失）、経常損失は５億63百万円（前連結会計年度は11億35百万円の損失）とな

りました。また将来的な収益力を向上させるため事業再生の一環として、不採算店舗に係る保有資産について、12億

37百万円の減損損失及び７億35百万円の商品評価損を計上、他に営業譲渡損失や特別退職関連費用などとあわせ特別

損失32億59百万円を計上したことにより当期純損失は30億41百万円（前連結会計年度は38億60百万円の当期純損失）

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・映像ソフトにつきましては、不稼動在庫の返品を全社規模で行い、定番カタログ商品との入替えを促進、さ

らに旧譜商品の販売機会ロス削減のための自動発注システムを導入するなど、適正在庫の維持に努めました。

　また株式会社ＴＳＵＴＡＹＡとの共同プロジェクトとして、固定客づくりを促進させるため、「Ｔカード」（旧Ｔ

ＳＵＴＡＹＡ会員証）対応の新ＰＯＳレジを年度後半より50店舗規模で導入いたしました。店舗業務運営システムに

ついても店舗毎の業務内容を見直しし、業務の標準化、店舗オペレーションの効率化によるＣＳレベルの向上を図る

等、売上の確保に努めました。

　しかしながら音楽ソフトにつきましては、音楽配信の拡大によるシングル市場の縮小や洋楽部門の不振、強力作品

の不足などの要因により売上は低調に推移しました。
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　当社グループは定番商品の在庫整備を中心に、世代別販売促進の強化、オリジナル商品の企画拡売等、売上確保に

努めましたが、前年度末に行った在庫削減のための仕入調整による、定番商品在庫の内容劣化を年度後半まで回復さ

せられず、一時的な顧客離れもあり売上高は前年度比88.5％と低迷いたしました。

　映像ソフトにつきましては、ＤＶＤカタログ商品の低価格化がさらに進み売上規模が縮小、洋画ＤＶＤの強力作品

不足も影響し、市場規模が前年度を下回るなど厳しい環境が続きました。

　当社グループは、音楽ソフト同様、定番商品の在庫整備を進めるとともに、売上規模縮小に合わせた売場づくりの

見直しとセールの絞込み等、対応を図りましたが、十分な効果をあげられず、通販市場の拡大に伴う値引競争の激化

などの影響も大きく、映像ソフトの売上高は前年度比76.5％と前年度を大きく下回りました。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２店舗、退店は７店舗、改装は９店舗実施し、年度末店舗数は225店舗と

なりました。

　音楽用品楽器関係につきましては、20～30代の中心顧客層を維持しつつ、40～50代の顧客層にも支持をうける売場

づくりに注力し、団塊世代を中心としたフォークブームを取り込み、中高年層へのギター需要促進を図るなど積極的

な販売活動を行いました。また高級電子ピアノブースやデジタルブースの展開による専門店としての魅力づくりにも

努めました。

　この結果、既存店舗の売上は、前年度並みに推移いたしましたが、退店店舗の影響もあり、楽器全体の売上は前年

度比92.7％となりました。

　当連結会計年度における楽器の退店は２店舗、改装店舗は１店舗、年度末店舗数は16店舗となりました。

　以上により、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、音楽・映像ソフトの低迷により524億37百

万円（前年度比14.9％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101.5％となりました。

　音楽・映像ソフトの卸売は縮小、楽器卸売は、商品生産の不足状態に改善がみられ売上が伸びましたが、卸売計で

は、前年度比96.1％に止まりました。

  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10億21百万円（前年度比0.3％減）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、534億58百万円（前連結会計年度比14.6％減）となりました。

（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、当連結会計年度におけるスポーツ事

業の売上高は２億76百万円となりました。

（書籍事業）

　書籍業界は雑誌部門の落ち込みにより前連結会計年度を下回りました。当社グループは、雑誌配本数の見直し、雑

誌ムックの在庫チェックによる基本商品充足率の向上などにより販売機会ロスの防止に努めました。また、「読む楽

しみ」の習慣化を目的に、手頃な文庫本を中心とした積極的な提案販売を展開し、書店本来の顧客づくりを推進する

とともに、コミックコーナーを拡大し話題性を前面に打ち出したメディアコーナーを新設、ドラマ原作本等の拡売を

図るなど、売上の確保に努めてまいりました。

　この結果、既存店舗の売上はほぼ前年度なみに推移いたしましたが、退店店舗の影響により、当連結会計年度の書

籍事業の売上高は17億40百万円（前連結会計年度比15.8％減）となりました。

　当連結会計年度の退店は１店舗、改装店舗は１店舗、年度末店舗数は５店となりました。
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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１億21百万円

増加し、当連結会計年度末には33億64百万円（前連結会計年度比3.8％増）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10億32百万円（前連結会計年度比57.4％増）となりました。これは主に特別退職関

連費用４億９百万円及び確定拠出移換金の支払額４億88百万円等があったものの、たな卸資産の減少額18億71百万

円、売上債権の減少額２億13百万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39億65百万円（前連結会計年比38.1%増）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２億25百万円等があったものの、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21億

76百万円、投資有価証券の売却による収入４億23百万円、営業譲渡による収入10億４百万円及び定期預金の払戻に

よる収入５億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48億77百万円（前連結会計年度は69億63百万円の減少）となりました。これは主に

長期借入金の調達による収入12億円及び短期借入金の純増加額11億98百万円、新株の発行による収入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74億22百万円及び社債の償還による支出が８億60百万円等があっ

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、当連結会計年度末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おります。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、当連結会計年度末現在の敷金及び保証金

の残高は75億70百万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．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成18年２月28日）

当連結会計年度
（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

現金及び預金 3,252,670 3,389,500

受取手形及び売掛金  2,446,206 2,232,953

商品 14,434,708 11,470,391

その他 1,742,368 896,717

貸倒引当金 △3,444 △1,038

流動資産合計 21,872,509 53.1 17,988,524 56.7

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

建物及び構築物 ※２ 3,223,959 2,260,941

機械装置及び運搬具 ※３ 204,573 168,773

土地 ※2,4 3,039,673 2,483,859

その他 ※３ 832,861 461,449

有形固定資産合計 7,301,068 17.7 5,375,024 16.9

２．無形固定資産

ソフトウェア 206,319 159,921

その他 107,955 93,284

無形固定資産合計 314,274 0.8 253,205 0.8

３．投資その他の資産

投資有価証券 ※２ 1,453,204 173,822

敷金及び保証金 ※２ 9,284,302 7,570,534

その他 1,309,545 643,655

貸倒引当金 △365,914 △265,315

投資その他の資産合計 11,681,138 28.4 8,122,696 25.6

固定資産合計 19,296,481 46.9 13,750,926 43.3

資産合計 41,168,990 100.0 31,739,451 100.0
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前連結会計年度
（平成18年２月28日）

当連結会計年度
（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

支払手形及び買掛金  3,110,709 3,747,519

短期借入金 ※２ 9,149,862 12,471,180

１年内償還予定社債 860,000 860,000

未払法人税等 196,877 145,095

賞与引当金 199,857 －

ポイントサービス引当金 266,378 192,386

返品調整引当金 219 112

その他 1,573,477 1,058,578

流動負債合計 15,357,381 37.3 18,474,872 58.3

Ⅱ　固定負債

社債 1,780,000 920,000

長期借入金 ※２ 12,914,120 4,475,840

再評価に係る繰延税金負
債

※４ 303,319 167,264

繰延税金負債  182,148 13,371

退職給付引当金 1,807,195 1,730,289

役員退職慰労引当金 197,601 170,817

その他 1,534,486 1,105,483

固定負債合計 18,718,870 45.5 8,583,065 27.0

負債合計 34,076,252 82.8 27,057,937 85.3

 
（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 7.7 － －

Ⅱ　資本剰余金 2,673,780 6.5 － －

Ⅲ　利益剰余金 4,197,095 10.2 － －

Ⅳ　土地再評価差額金 ※４ △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 ※６ △7,598 △0.0 － －

資本合計 7,083,043 17.2 － －

　　負債、少数株主持分及び資
本合計

41,168,990 100.0 － －
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前連結会計年度
（平成18年２月28日）

当連結会計年度
（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        

　　資本金   － －  3,754,548 11.8

　　資本剰余金   － －  3,247,528 10.2

　　利益剰余金   － －  934,322 2.9

　　自己株式   － －  △8,327 △0.0

　　株主資本合計   － －  7,928,071 24.9

Ⅱ　評価・換算差額等        

　　その他有価証券評価差額
金

  － －  23,597 0.1

　　土地再評価差額金 ※４  － －  △3,275,219 △10.3

　　評価・換算差額等合計   － －  △3,251,621 △10.2

Ⅲ　少数株主持分   － －  5,063 0.0

純資産合計   － －  4,681,513 14.7

負債純資産合計   － －  31,739,451 100.0
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(2）連結損益計算書

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）

当連結会計年度
（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 68,873,426 100.0 55,475,487 100.0

Ⅱ　売上原価 48,508,013 70.4 39,055,442 70.4

売上総利益 20,365,413 29.6 16,420,045 29.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 20,688,301 30.0 16,521,752 29.8

営業損失 322,887 0.4 101,707 0.2

Ⅳ　営業外収益

受取利息 9,588 7,647

受取配当金 11,468 13,596

受取手数料 32,952 34,748

営業補償金受取額 2,000 1,000

損害補償金受取額 20,577 14,535

受取賃貸料 － 108,170

デリバティブ評価益 63,515 22,373

その他 62,174 202,277 0.3 32,359 234,430 0.4

Ⅴ　営業外費用

支払利息 774,255 573,962

出店契約解約金 136,632 －

その他 104,200 1,015,088 1.5 121,980 695,943 1.2

経常損失 1,135,698 1.6 563,219 1.0
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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）

当連結会計年度
（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
（％）

Ⅵ　特別利益

厚生年金基金代行返上益 2,142,528 －

固定資産売却益 － 125,830

投資有価証券売却益 94,830 754,814

その他 － 2,237,359 3.2 59,296 939,941 1.7

Ⅶ　特別損失

固定資産除却損 ※２ 385,928 183,866

減損損失 ※３ 465,565 1,237,582

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 － 660,907

商品廃棄損 78,540 －

商品評価損 － 735,120

その他 119,996 2,632,425 3.8 32,481 3,259,611 5.9

税金等調整前当期純損失 1,530,765 2.2 2,822,889 5.2

法人税、住民税及び事業
税

126,043 120,606

法人税等調整額 2,204,422 2,330,465 3.4 42,335 162,942 0.3

少数株主損失  305 0.0  4,630 0.0

当期純損失 3,860,925 5.6 3,041,201 5.5
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

      連結剰余金計算書

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）

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 2,673,780

Ⅱ　資本剰余金期末残高 2,673,780

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 8,501,572

Ⅱ　利益剰余金増加高 －

Ⅲ　利益剰余金減少高

当期純損失 3,860,925

配当金 132,009

土地再評価差額金取崩額 311,542 4,304,476

Ⅳ　利益剰余金期末残高 4,197,095
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連結株主資本等変動計算書

  当連結会計年度（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

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

連結会計年度中の変動額

新株の発行 573,748 573,748 - - 1,147,496

当期純損失 - - △3,041,201 - △3,041,201

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

少数株主損失 - - - - -

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

573,748 573,748 △3,262,772 △729 △2,116,005

平成19年２月28日　残高（千円） 3,754,548 3,247,528 934,322 △8,327 7,928,071

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

連結会計年度中の変動額

新株の発行 - - - - 1,147,496

当期純損失 - - - - △3,041,201

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 - △512,158

土地減損に伴う減少 - 221,570 221,570 - -

少数株主損失 - - - △4,630 △4,630

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△512,158 221,570 △290,587 △4,630 △2,411,224

平成19年２月28日　残高（千円） 23,597 △3,275,219 △3,251,621 5,063 4,681,513

－ 14 －



(4）連結キャッシュ・フロー計算書

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）

当連結会計年度
（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） 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損失 △1,530,765 △2,822,889

減価償却費 762,227 619,317

減損損失 465,565 1,237,582

貸倒引当金の増加額
又は減少額(△）

67,716 △103,004

賞与引当金の減少額 △25,400 △199,857

ポイントサービス引当金の減少額 △26,302 △73,991

返品調整引当金の減少額 △79 △106

退職給付引当金の減少額 △1,952,878 △76,906

役員退職慰労引当金の増加額
又は減少額（△）

26,319 △26,784

受取利息及び受取配当金 △21,057 △21,243

支払利息 774,255 573,962

デリバティブ評価益 △63,515 △22,373

営業譲渡損失 － 660,907

固定資産除却損 385,928 183,866

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

売上債権の減少額 123,968 213,252

たな卸資産の減少額 1,490,709 1,871,418

仕入債務の増加額
又は減少額（△）

△540,297 636,809

未払消費税等の減少額　 △83,789 △32,140

その他 131,375 △326,054

小計 1,566,373 2,641,419

利息及び配当金の受取額 23,301 21,864

利息の支払額 △811,867 △572,200

確定拠出年金移換金の支払額 － △488,463

特別退職関連費用の支払額 － △409,653

法人税等の支払額 △121,823 △160,325

営業活動によるキャッシュ・フロー 655,984 1,032,641
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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）

当連結会計年度
（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） 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 △15,000

定期預金の払戻による収入 1,582,915 500,000

固定資産の取得による支出 △889,236 △225,121

固定資産の売却による収入 － 246,625

投資有価証券の取得による支出 △3,023 △3,006

投資有価証券の売却による収入 160,992 423,062

敷金及び保証金の差入による支出 △187,055 △38,193

敷金及び保証金の返還による収入 2,212,038 2,176,996

貸付けによる支出 △7,650 △122,140

貸付金の回収による収入 12,231 17,729

営業譲渡による収入 ※２ － 1,004,478

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,871,212 3,965,432

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（△）

△1,129,308 1,198,908

長期借入れによる収入 6,875,000 1,200,000

長期借入金の返済による支出 △12,093,520 △7,422,870

社債の償還による支出 △860,000 △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 －

ファイナンス・リース債務の
返済による支出

△237,183 △139,805

自己株式の取得による支出 △2,432 △729

配当金の支払額 △131,965 △91

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,963,420 △4,877,091

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △960 847

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額
又は減少額（△）　　

△3,437,183 121,829

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 6,679,853 3,242,670

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 3,242,670 3,364,500
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

――――――   当社グループは、２期連続して経常損失（前連結会計年

度は1,135百万円、当連結会計年度は563百万円）、当期純

損失（前連結会計年度は3,860百万円、当連結会計年度は

3,041百万円）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。

　当社グループ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。

　当社グループ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。連結財務諸表は継続企業を前提として

作成されており、このような重要な疑義の影響を連結財務

諸表には反映しておりません。
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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17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19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　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。

(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

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

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

       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、

当連結会計年度において、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

税金等調整前当期純損失及び当期純

損失が同額増加しております。

(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17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19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）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。

(3）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

　　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。なお、翌上期の賞与の支給は

　

　行わないため、当連結会計年度末に

　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）

　当連結会計年度において、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

－ 19 －



項目
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）

当連結会計年度
（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

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。

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

(4）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。

(4）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17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

(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

(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。

(6）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

(7）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。

(7）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

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。

同左

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。

――――――

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17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（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）

 　当連結会計年度から「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」(企業会計適用基準第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4,676,449千円であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産

の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。

表示方法の変更

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）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

―――――― （連結損益計算書）

 「受取賃貸料」は、前連結会計年度まで営業外収益の「そ

の他」に含めておりましたが、当連結会計年度において受

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、前連結会計年度の「受取賃貸料」は7,302千円であ

ります。

追加情報

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）

当連結会計年度
（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18年２月28日）

当連結会計年度
（平成19年２月28日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 9,625,080千円 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 9,669,371千円

※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 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

建物及び構築物 607,035千円

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 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

※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。

※３　連結貸借対照表に計上した機械装置（168,773千円）

及び有形固定資産のその他（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。

※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

△674,591千円

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

△336,757千円
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前連結会計年度
（平成18年２月28日）

当連結会計年度
（平成19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 　　　　　　――――――

※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。
 ※６ 　　　　　　――――――

（連結損益計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19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 7,697,417千円

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

地代家賃 6,361,865千円

給与手当 5,915,497

減価償却費 611,813

退職給付費用 215,453

ポイントサービス引当金繰入額 192,386

役員退職慰労引当金繰入額 23,565

※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 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

建物及び構築物 62,338千円

有形固定資産のその他 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
962,537

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  1,237,582千円

　　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。

　　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17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

　　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

　　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 43,503

電話加入権 13,485

長期前払費用 34,995

計 1,237,582千円

　　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。

　　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。

　　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。

（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自平成18年３月１日　至平成19年２月28日）

１．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）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末株
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 3 － 35

合計 32 3 － 35

(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３千株は、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。
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２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）
平成18年新株予約権(注） 普通株式 － 20,430 － 20,430 －

連結子会社 － － － － － － －

合計 － － 20,430 － 20,430 －

(注）１. 平成18年新株予約権の増加は、新株予約権の発行によるものであります。なお、本新株予約権は、株式会

         社TSUTAYAとの業務及び資本提携の一環として付与されたものであり、当社の財務体質の強化を目的として

         いるため、財貨又はサービスの取得の対価ではありません。

     ２．上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。

３．配当に関する事項

該当事項はありません。

（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17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

※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

※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18年２月28日現在） （平成19年２月28日現在）

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 △10,000千円

現金及び現金同等物 3,242,670千円

現金及び預金勘定 3,389,500千円

預入期間が３か月を越える定期預金 △25,000千円

現金及び現金同等物 3,364,500千円

※２　　　　　　　　―――――― ※２　当連結会計年度に営業の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 350,069千円

営業譲渡損失 △660,907千円

営業譲渡による収入 1,004,478千円

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。
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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18年２月28日） 当連結会計年度（平成19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 479,104 1,378,024 898,919 56,080 87,649 31,568

(2）債券

①　国債・地方債等 － － － －  －  －  

②　社債 － － － －  －  －  

③　その他 － － － －  －  －  

(3）その他 － － － －  －  －  

小計 479,104 1,378,024 898,919 56,080 87,649 31,568

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 0 0 － 11,718 10,992 △725

(2）債券

①　国債・地方債等 － － － － － － 

②　社債 － － － － － － 

③　その他 － － － － － － 

(3）その他 － － － － － － 

小計 0 0 － 11,718 10,992 △725

合計 479,104 1,378,024 898,919 67,798 98,641 30,843

　（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。

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17年３月１日　至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日　至　平成19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）

160,992 94,830 － 1,177,876 754,814 －

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18年２月28日）

当連結会計年度
（平成19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 75,180 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。
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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17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19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。

当連結会計年度（平成19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 △989 △989

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 9,749 9,749

合計 4,466,320 8,760 8,760

　（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設立しておりま

す。また、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。

２．退職給付債務に関する事項

前連結会計年度
（平成18年２月28日）

当連結会計年度
（平成19年２月28日）

(1）退職給付債務（千円） △4,454,289 △3,737,898

(2）年金資産（千円） 4,250,853 4,023,964

(3）未積立退職給付債務（千円）(1)＋(2) △203,436 286,065

(4）過去勤務債務（千円） △1,919,165 △1,756,982

(5）未認識数理計算上の差異（千円） 315,405 △259,372

(6）退職給付引当金（千円）(3)＋(4)＋(5) △1,807,195 △1,730,289

　（注）１.　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。

 　　　 ２.　確定拠出年金制度導入に伴う資産移換額は平成18年２月期より８年間で移換する予定であります。

　　　　　　 なお、当連結会計年度末時点の未移換金914,574千円は、未払金、長期未払金に計上しております。

３．退職給付費用に関する事項

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

(1）勤務費用（千円） 254,834 170,469

(2）利息費用（千円） 221,143 97,994

(3）期待運用収益（千円） △77,335 62,351

(4）数理計算上の差異の費用処理額（千円） 154,371 △63,762

(5）過去勤務債務の費用処理額（千円） △58,975 △162,182

(6）小計（千円）(1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5) 494,038 104,869

(7）確定拠出年金の掛金支払額（千円） 10,431 110,583

(8）退職給付費用（千円）(6)＋(7) 504,470 215,453

(9）厚生年金基金代行返上益（千円） △2,142,528 －

(10）合計（千円）(8)＋(9) △1,638,057 215,453

　（注）１．上記のほか、前連結会計年度において、当社は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。

２．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。

３．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2,428千円を支払っており、販売費及び

一般管理費として計上しております。
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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18年２月28日）

当連結会計年度
（平成19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2.4 　期末2.2 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。

⑤　ストック・オプション等

当連結会計年度（自平成18年３月１日　至平成19年２月28日）

該当事項はありません。
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⑥　税効果会計

前連結会計年度
（平成18年２月28日）

当連結会計年度
（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

繰延税金資産

(1）流動の部

繰延税金資産

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

未払事業所税 12,065千円

未払事業税 9,735

棚卸資産未実現利益 32,637

ポイントサービス引当金 99,314

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

繰越欠損金 16,426

繰延税金資産小計 542,938千円

評価性引当額 △542,938

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

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

貸倒引当金 105,991千円

退職給付引当金 699,036

役員退職慰労引当金 88,726

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 505,041

繰越欠損金 1,916,128

その他 10,583

繰延税金資産小計 3,639,271千円

評価性引当額 △3,639,271

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 △0.1

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％

法定実効税率 40.4％

（調整）

住民税均等割 △4.2

評価性引当額 △44.1

交際費 △0.1

その他 2.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △5.7％
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⑦　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

当連結会計年度（自平成18年３月１日　至平成19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 53,458,341 276,478 1,740,666 55,475,487 － 55,475,487

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － － －

計 53,458,341 276,478 1,740,666 55,475,487 － 55,475,487

営業費用 51,746,755 390,474 1,710,005 53,847,235 1,729,958 55,577,194

営業利益又は

営業損失(△)
1,711,586 △113,995 30,661 1,628,251 (1,729,958) △101,707

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出

資産 26,324,687 － 997,951 27,322,638 4,416,812 31,739,451

減損損失 1,106,051 36,504 92,580 1,235,136 2,445 1,237,582

減価償却費 582,640 2,553 14,902 600,096 11,716 611,813

資本的支出 271,774 － 2,272 274,046 29,675 303,722
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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）
1,828,963 1,729,958

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）
5,827,964 4,416,812

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。

⑧　関連当事者との取引

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。

当連結会計年度（自平成18年３月１日　至平成19年２月28日）

属性
会社等の名
称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

役員の兼
任等
（人）

事業上の
関係

 主要株主

（会社等）

株式会社 

TSUTAYA

大阪市

北区（注)

2

5,000

フラン

チャイズ

チェーン

事業

直接　14.9 1

CD,DVD,

書籍等の

販売のフ

ランチャ

イズ契約

第三者割当

の増資
1,147

資本金 573

資本剰余金 573

　（注）１．株式会社TSUTAYAは、平成18年６月13日に主要株主となりました。

２．同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は東京都渋谷区恵比寿４丁目20番３号恵比寿ガーデンプレイ

スタワー21階で行っております。

３．取引条件には消費税等は含まれておりません。

（取引条件及び取引条件の決定方針等）

取引条件については、他の事業者同様、フランチャイズチェーン加盟店契約に基づき決定されております。
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（１株当たり情報）

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）

当連結会計年度
（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 268円36銭

１株当たり当期純損失 146円26銭

１株当たり純資産額 150円77銭

１株当たり当期純損失 102円37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

有している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。

前連結会計年度末
（平成18年２月28日）

当連結会計年度末
（平成19年２月28日）

純資産の部の合計額（千円） － 4,681,513

純資産の部から控除する金額（千円） － 5,063

   (うち少数株主持分） － （5,063）  

普通株式に係る期末の純資産額（千円） － 4,676,449

１株当たり純資産額の算定に用いられた

期末の普通株式の数（千株）
－ 31,017

　（注）２．１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17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（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） 3,860,925 3,041,201

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） 3,860,925 3,041,201

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）

当連結会計年度
（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、当社グループの平成20年２月期の業績に与え

　 る影響は軽微です。
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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）

当連結会計年度
（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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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）

当連結会計年度
（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。
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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）

当連結会計年度
（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。
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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18年３月１日
至　平成19年２月28日）

前年同期比（％）

音楽事業（千円） 36,369,085 84.9

スポーツ事業（千円） 303,722 11.2

書籍事業（千円） 1,250,793 81.3

合計（千円） 37,923,600 80.5

  　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　なお、スポーツ事業の仕入実績の減少は、平成18年４月に株式会社ヤマノスポーツシステムズに営業譲渡し

たことによるものであります。

(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18年３月１日
至　平成19年２月28日）

前年同期比（％）

音楽事業（千円） 53,458,341 85.4

スポーツ事業（千円） 276,478 6.6

書籍事業（千円） 1,740,666 84.2

合計（千円） 55,475,487 80.6

  　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。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。

　なお、スポーツ事業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営業譲渡し

たことによるものであります。 

－ 40 －


