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平成19年５月25日 

 各    位 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
（訂正）「平成19年２月期 決算短信（連結）」の一部訂正に関するお知らせ 

 

 

平成19年４月27日に発表いたしました「平成19年２月期 決算短信（連結）」の記載内容について、

一部誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。 

 

記 

 

【訂正理由】 

平成19年２月期本決算会計監査の過程において、精査の結果、計算誤り及び記載ミス等が見つかった

ため訂正するものであります。 

 

【訂正内容】 

訂正箇所は、___を付して表示しております。 

 

該当ページ：平成19年２月期 決算短信（連結） 

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 
（訂正前）  

 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 

 
 
 
 
 
 
 

会 社 名 株式会社 新星堂 

代表者名 代表取締役社長 宮崎正紀

（JASDAQ・コード７４１５） 

問合せ先  

役職・氏名 
代表取締役専務取締役 
管理本部長 宮崎正是 

電 話 ０３－３３９３－５１５１
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（訂正後）  

 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 (  －  ) △101 84 ──── △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      29,861,535 株 18 年２月期 26,397,189 株 

 
該当ページ：平成19年２月期 決算短信（連結） 

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） 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 
（訂正前）  

  
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 

 

（訂正後）  

  
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 146  4,944 △4,970  3,364 

18 年２月期 655  2,871 △6,963  3,242 

 

該当ページ：平成19年２月期 決算短信（連結） 

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） 

（訂正前）  

  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 
 
 

（訂正後）  

  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）    △25 円 79 銭 
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該当ページ：Ｐ.6 [添付資料] 

  3．経営成績及び財政状態 

 (2）キャッシュ・フロー 

 

（訂正前）  

  

（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。 

  

（訂正後）  

  

（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１億 46 百万円（前連結会計年度比 77.7％減）となりました。これは主に仕入債務の

増加額６億 36 百万円、特別退職関連費用４億９百万円及び確定拠出年金移換金の支払額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 49 億 44 百万円（前連結会計年度比 72.2%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 11 億 75 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 49 億 70 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

百万円等があったものの、長期借入金の返済による支出 75 億 15 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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該当ページ：Ｐ.12 [添付資料] 

  ４．連結財務諸表等  

(2) 連結損益計算書  
（訂正前）  

   

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

（％）

税金等調整前当期純損 

失 
          1,530,765 2.2          2,822,889 5.2 

 

 

（訂正後）  

   

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

（％）

税金等調整前当期純損 

失 
          1,530,765 2.2          2,882,889 5.2 
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該当ページ：Ｐ.15～Ｐ.16 [添付資料] 

  ４．連結財務諸表等  

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

（訂正前）  

    

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

   

営業譲渡損失   － 660,907

固定資産除却損   385,928 183,866

   

その他   131,375 △326,054

小計   1,566,373 2,641,419

   

営業活動によるキャッシュ・フロー   655,984 1,032,641

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

   

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

   

貸付けによる支出   △7,650 △122,140

   

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       

   

長期借入金の返済による支出   △12,093,520 △7,422,870

   

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

    

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 △2,882,889

減価償却費   762,227 624,574

   

営業譲渡損失   － 660,907

投資有価証券売却益  － △754,814

固定資産売却益  － △125,830

固定資産除却損   385,928 183,866

   

その他   131,375 △336,891

小計   1,566,373 1,755,193

   

営業活動によるキャッシュ・フロー   655,984 146,415

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

   

固定資産の売却による収入   － 379,933

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 1,175,980

   

貸付けによる支出   △7,650 △29,140

   

投資活動によるキャッシュ・フロー   2,871,212 4,944,658

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー       

   

長期借入金の返済による支出   △12,093,520 △7,515,870

   

財務活動によるキャッシュ・フロー   △6,963,420 △4,970,091
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該当ページ：Ｐ.23 [添付資料] 

 注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

（訂正前）   

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） 

※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。 

（後略） 

※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。 

（後略） 

 

  

（訂正後）   

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） 

※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。 

（後略） 

※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」として純資産の部に計上しております。 

（後略） 
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該当ページ：Ｐ.27 [添付資料] 

② 有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（訂正前） 

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）

  種類 
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）

(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 － － － －  －  －  

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えるもの 

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

 

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

 

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 －

 

 

（訂正後） 

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）

  種類 
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）

(1）株式 479,104 1,378,024 898,919 47,230 87,649 40,418 

(2）債券             

① 国債・地方債等 － － － －  －  －  

② 社債 － － － －  －  －  

③ その他 － － － －  －  －  

(3）その他 － － － －  －  －  

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えるもの 

小計 479,104 1,378,024 898,919 47,230 87,649 40,418 

 

合計 479,104 1,378,024 898,919 58,948 98,641 39,693 
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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 － 1,175,980 754,814 －

 

該当ページ：Ｐ.30 [添付資料] 

④ 退職給付 

３．退職給付費用に関する事項 

（訂正前） 

    

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  

 

（訂正後） 

    

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 △63,762  

  (4）数理計算上の差異の費用処理額（千円） 154,371 62,351  

  (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  
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該当ページ：Ｐ.32 [添付資料] 

⑥ 税効果会計 
（訂正前） 

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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（訂正後） 

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） 

２．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 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  

 繰越欠損金 16,426  

 繰延税金資産小計 521,348千円

 評価性引当額 △521,348  

 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 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 505,041  

繰越欠損金 1,916,128  

 その他 10,583  

 繰延税金資産小計 3,619,554千円

 評価性引当額 △3,619,554  

 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 △42.9  

交際費 △0.1  

 その他 1.1  

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 △5.7％ 
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該当ページ：Ｐ.33 [添付資料] 

⑦ セグメント情報 
（訂正前） 

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 

 

（訂正後） 

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 － 92,580 1,198,632  38,949 1,237,582 

減価償却費 590,145 2,553 14,902 607,601  16,973 624,574 

資本的支出 271,774 － 2,272 274,046  29,675 303,722 
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該当ページ：Ｐ.35 [添付資料] 

 (１株当たり情報) 

（訂正前） 

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）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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（訂正後） 

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 101 円 84 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）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 29,861 

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。 

 

該当ページ：Ｐ.40 [添付資料] 

５.生産、受注及び販売の状況  

 (3）商品仕入実績 

 

 （訂正前） 

  
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
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 （訂正後） 

  
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 11.1

書籍事業（千円） 1,250,793 81.3

合計（千円） 37,923,600 80.5

 

該当ページ：Ｐ.40 [添付資料] 

５.生産、受注及び販売の状況  

 (4）販売実績 

 

 （訂正前） 

  
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

    

 （訂正後） 

  
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 80.5

    
 

以 上 


