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平成19年11月16日 

 各    位 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
（訂正）「平成20年２月期 中間決算短信」の一部訂正に関するお知らせ 

 

 

平成19年10月12日に発表いたしました「平成20年２月期 中間決算短信」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20年２月期中間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：P.４  １．経営成績 (2) 財政状態に関する分析 

 

（訂正前）  

（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減少は、２億 44百万円（前年同期は 21億 22百万円の減少）

となりました。これは主に敷金及び保証金の返還による収入５億 27百万円等あった一方で、定期預金の預入による

支出７億円並びに固定資産の取得による支出１億 14百万円等があったことによるものであります。 

 

（訂正後）  

（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減少は、２億 44百万円（前年同期は 21億 22百万円の増加）

となりました。これは主に敷金及び保証金の返還による収入５億 27百万円等あった一方で、定期預金の預入による

支出７億円並びに固定資産の取得による支出１億 14百万円等があったことによるものであります。 

 

 

 

 

 

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 
業務企画本部長 宮崎正是

電 話 ０３－３３９３－５１５１
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該当ページ：P.9 １．中間連結財務諸表等 (1) 中間連結財務諸表 ①中間連結貸借対照表  

（訂正前）  

   
前中間連結会計期間末 

（平成 18 年８月 31 日） 

当中間連結会計期間末 

（平成 19 年８月 31 日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（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

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

（純資産の部）                     

Ⅲ 少数株主持分     7,823 0.0   － －   5,063 0.0

純資産合計     5,295,924 14.2  3,473,010 11.9   4,681,513 14.7

負債純資産合計     37,392,547 100.0  29,083,805 100.0   31,739,451 100.0

                      

 

（訂正後）  

   
前中間連結会計期間末 

（平成 18 年８月 31 日） 

当中間連結会計期間末 

（平成 19 年８月 31 日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（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

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

（純資産の部）                     

Ⅲ 少数株主持分     7,823 0.0  － －   5,063 0.0

純資産合計     5,295,924 14.1  3,473,010 11.9   4,681,513 14.7

負債純資産合計     37,392,547 100.0  29,083,805 100.0   31,739,451 100.0

                      

 

該当ページ：P.24  注記事項 （中間連結貸借対照表関係） 

（訂正前）  
 

前中間連結会計期間末 

（平成 18 年８月 31 日） 

当中間連結会計期間末 

（平成 19 年８月 31 日） 

前連結会計年度 

（平成 19 年２月 28 日） 

※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 
   

        上記に対する担保付債務は、次のと 

おりでとります。 

        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 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 8,856,910千円

長期借入金 5,292,610  

（１年内返済予定長期借入金を含む）

計 14,149,520千円 

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 
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（訂正後）  

前中間連結会計期間末 

（平成 18 年８月 31 日） 

当中間連結会計期間末 

（平成 19 年８月 31 日） 

前連結会計年度 

（平成 19 年２月 28 日） 

※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 
   

        上記に対する担保付債務は、次のと 

おりでとります。 

        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 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 4,342,300千円

長期借入金 9,807,220  

（１年内返済予定長期借入金を含む）

計 14,149,520千円 

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 
   
   

 

該当ページ：P.31  注記事項 （リース取引関係） 

（訂正前）  

前中間連結会計期間 

（自 平成 18 年３月１日 

     至 平成 18 年８月 31 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 19 年３月１日 

     至 平成 19 年８月 31 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 18 年３月１日 

     至 平成 19 年２月 28 日） 

   
   

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等 

     未経過リース料中間期末残高相当額 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等

      未経過リース料中間期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

      未経過リース料期末残高相当額 

１年内 111,053千円 

１年超 169,353千円 

合計 280,406千円 

リース資産減損     

勘定の残高 
45,374千円 

 

１年内 67,278千円

１年超 81,740千円

合計 149,027千円

リース資産減損     

勘定の残高 
34,514千円

 

１年内 80,962千円

１年超 110,509千円

合計 191,471千円

リース資産減損     

勘定の残高 
47,323千円

 

   

   

 

（訂正後）  

前中間連結会計期間 

（自 平成 18 年３月１日 

     至 平成 18 年８月 31 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 19 年３月１日 

     至 平成 19 年８月 31 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 18 年３月１日 

     至 平成 19 年２月 28 日） 

   
   

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等 

     未経過リース料中間期末残高相当額 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等

      未経過リース料中間期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

      未経過リース料期末残高相当額 

１年内 111,053千円 

１年超 169,353千円 

合計 280,406千円 

リース資産減損     

勘定の残高 
45,374千円 

 

１年内 67,287千円

１年超 81,740千円

合計 149,027千円

リース資産減損     

勘定の残高 
34,514千円

 

１年内 80,962千円

１年超 110,509千円

合計 191,471千円

リース資産減損     

勘定の残高 
47,323千円
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該当ページ：P.47 中間株主資本等変動計算書  

前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日） 

（訂正前）  

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 
資本金 

資本準備金 利益準備金

別途積立金 繰越利益剰余金 

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 2,673,780 795,200 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 △3,175,195 △8,327 8,013,755

 

（訂正後）  

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 
資本金 

資本準備金 利益準備金

別途積立金 繰越利益剰余金 

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 2,673,780 795,200 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
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該当ページ：P.55  注記事項 （中間貸借対照表関係） 

（訂正前）  

前中間会計期間末 

（平成 18 年８月 31 日） 

当中間会計期間末 

（平成 19 年８月 31 日） 

前事業年度末 

（平成 19 年２月 28 日） 

   
   

      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 4,748,934千円 

長期借入金 13,329,930  

（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 8,856,910千円

長期借入金 5,292,610  

（１年内返済予定長期借入金を含む）

計 14,149,520千円 

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 
   
   

 

（訂正後）  

前中間会計期間末 

（平成 18 年８月 31 日） 

当中間会計期間末 

（平成 19 年８月 31 日） 

前事業年度末 

（平成 19 年２月 28 日） 

   
   

      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 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 4,342,300千円

長期借入金 9,807,220  

（１年内返済予定長期借入金を含む）

計 14,149,520千円 

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 
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該当ページ：Ｐ.60 (１株当り情報) 

（訂正前）  

  

前中間会計期間 

(自 平成 18 年３月１日

   至 平成 18 年８月 31 日)

当中間会計期間 

(自 平成 19 年３月１日 

  至 平成 19 年８月 31 日) 

前事業年度 

(自 平成 18 年３月１日

   至 平成 19 年２月 28 日)

中間（当期）純損失（千円） 2,855,629 △1,246,930 2,984,566

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） 
2,855,629 △1,246,930 2,984,566

期中平均株式数（千株） 28,705 31,014 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。 

   新株予約権１種類 

（新株予約権の数  

20,430 個） 

 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。 

 

（訂正後）  

  

前中間会計期間 

(自 平成 18 年３月１日

   至 平成 18 年８月 31 日)

当中間会計期間 

(自 平成 19 年３月１日 

  至 平成 19 年８月 31 日) 

前事業年度 

(自 平成 18 年３月１日

   至 平成 19 年２月 28 日)

中間（当期）純損失（千円） 2,855,629 1,246,930 2,984,566

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） 
2,855,629 1,246,930 2,984,566

期中平均株式数（千株） 28,705 31,014 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。 

   新株予約権１種類 

（新株予約権の数  

20,430 個） 

 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。 

 

 

 
 

以 上 


