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平成20年５月27日 

 各    位 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
（訂正）「平成20年２月期 決算短信」の一部訂正に関するお知らせ 

 
平成20年４月30日に発表いたしました「平成20年２月期 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月期決算の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.16  ４．連結財務諸表 (4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

（訂正前） 

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

    
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） 

当連結会計年度 
（自 平成 19 年３月１日 
 至 平成 20 年２月 29 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       

 
減価償却費   624,574 444,763 

 
デリバティブ解約損  － 17,302 

 
その他   △336,891 352,440 

 
営業活動によるキャッシュ・フロー   146,415 △1,752,550 

  

 

 

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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（訂正後） 

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

    
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） 

当連結会計年度 
（自 平成 19 年３月１日 
 至 平成 20 年２月 29 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       

 
減価償却費   624,574 448,488 

 
 

その他   △336,891 366,018 

 
営業活動によるキャッシュ・フロー   146,415 △1,752,550 

 
該当ページ：P.22 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ３．会計処理基準に関する事項 

（訂正前）  
 

項目 
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） 

当連結会計年度 
（自 平成 19 年３月１日 
 至 平成 20 年２月 29 日） 

  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より控除し

ております。 

③ ポイントサービス引当金 
 前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

いたしました。なお、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しておりま

す。 
これによる引当金取崩額は、販売費

及び一般管理費より控除しておりま

す。  
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（訂正後）  
 

項目 
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） 

当連結会計年度 
（自 平成 19 年３月１日 
 至 平成 20 年２月 29 日） 

  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より控除し

ております。 

③ ポイントサービス引当金 
同左 

 
 
 
 
 
（追加情報） 
前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

したため、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

取崩しをしております。これによる引

当金取崩額は、販売費及び一般管理費

より控除しております。  

 
該当ページ：P.23  連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

（訂正前）  

項目 
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） 

当連結会計年度 
（自 平成 19 年３月１日 
 至 平成 20 年２月 29 日） 

         
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 

 
（訂正後）  

項目 
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） 

当連結会計年度 
（自 平成 19 年３月１日 
 至 平成 20 年２月 29 日） 

         
５．のれん及び負ののれんの 

償却に関する事項 

 該当事項はありません。 同左 
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該当ページ：P.35 税効果会計関係 

（訂正前）  

（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（平成 19 年２月 28 日） 

当連結会計年度 
（平成 20 年２月 29 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 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  

未払事業所税 11,105千円 

未払事業税 7,151   

棚卸資産未実現利益 31,330   

賞与引当金 25,240   

ポイントサービス引当金 25,908   

商品評価損 439,269   

貸倒引当金 187  

未払社会保険料 3,099   

営業譲渡損失見込額 68,996   

確定拠出年金制度導入費用 39,986   

繰延税金資産小計 652,274千円 
評価性引当額 △652,274   

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 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  

貸倒引当金 131,778千円 

退職給付引当金 647,976   

役員退職慰労引当金 72,927   

債務保証損失引当金 96,336   

投資有価証券評価損 5,098   

確定拠出年金制度導入費用 162,575   

減損損失 443,732   

繰越欠損金 3,524,736   

その他 8,278  

繰延税金資産小計 5,093,439千円 
評価性引当額 △5,093,440   

繰延税金資産合計 △1千円 

繰延税金負債 
その他有価証券評価差額金 2,192千円 

土地譲渡益繰延 △3,578   

繰延税金負債合計 △1,386千円  

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 △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％  

法定実効税率 40.4％ 

（調整）     

住民税均等割 △2.9  

評価性引当額 △41.1  

その他 0.6  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △3.0％  
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（訂正後）  

（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（平成 19 年２月 28 日） 

当連結会計年度 
（平成 20 年２月 29 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 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  

未払事業所税 11,105千円 

未払事業税 7,151   

棚卸資産未実現利益 31,330   

賞与引当金 25,240   

ポイントサービス引当金 25,908   

商品評価損 439,269   

貸倒引当金 187  

未払社会保険料 3,099   

事業構造改善引当金 165,332   

確定拠出年金制度導入費用 39,986   

繰延税金資産小計 748,610千円 

評価性引当額 △748,610   

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 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  

貸倒引当金 131,778千円 

退職給付引当金 647,976   

役員退職慰労引当金 72,927   

投資有価証券評価損 7,291   

確定拠出年金制度導入費用 162,575   

減損損失 443,732   

繰越欠損金 3,524,736   

その他 8,278   

繰延税金資産小計 4,999,297千円 

評価性引当額 △4,999,297  

繰延税金資産合計 －千円 

繰延税金負債 
土地譲渡益繰延 △3,578 千円 

繰延税金負債合計 △3,578 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 △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％  

法定実効税率 40.4％ 

（調整）     

住民税均等割 △2.9  

評価性引当額 △41.1  

その他 0.6  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △3.0％  
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該当ページ：P.39  1 株当たり情報 

（1 株当たり情報） 
（訂正前）  

 
前連結会計年度末 

（平成 19 年２月 28 日） 
当連結会計年度末 

（平成 20 年２月 29 日） 

純資産の部の合計額（千円） 4,681,513 560,010 

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） 4,676,449 560,010 

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 31,010 

 

（訂正後）  

 
前連結会計年度末 

（平成 19 年２月 28 日） 
当連結会計年度末 

（平成 20 年２月 29 日） 

純資産の部の合計額（千円） 4,681,513 560,175 

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） 4,676,449 560,175 

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 31,010 

 
該当ページ：P.54 

重要な会計方針 ６．引当金の計上基準 

（訂正前）  

項目 
前事業年度 

（自 平成 18 年３月１日 
 至 平成 19 年２月 28 日） 

当事業年度 
（自 平成 19 年３月１日 
 至 平成 20 年２月 29 日） 

         
  (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

一般管理費より控除しております。 

(3) ポイントサービス引当金 
前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い

たしました。なお、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しております。こ

れによる引当金取崩額は、販売費及び一

般管理費より控除しております。  
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（訂正後）   

項目 
前事業年度 

（自 平成 18 年３月１日 
 至 平成 19 年２月 28 日） 

当事業年度 
（自 平成 19 年３月１日 
 至 平成 20 年２月 29 日） 

         
  (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

一般管理費より控除しております。 

(3）ポイントサービス引当金 
同左 

 
 
 
 
（追加情報） 
前事業年度において、Ｔカードに加盟

し従来のポイントカードを廃止したた

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を

しております。 
これによる引当金取崩額は、販売費及

び一般管理費より控除しております。  
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該当ページ：Ｐ.62 税効果会計関係 

（訂正前） 
 
（税効果会計関係） 

前事業年度 
（平成 19 年２月 28 日） 

当事業年度 
（平成 20 年２月 29 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 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  

未払事業所税 11,105千円 

未払事業税 7,140   

賞与引当金 25,240   

ポイントサービス引当金 25,908   

商品評価損 439,269   

未払社会保険料 3,099   

貸倒引当金 187  

営業譲渡損失見込額 68,996   

確定拠出年金制度導入費用 39,986   

繰延税金資産小計 620,933千円 

評価性引当額 △620,933   

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 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  

貸倒引当金 159,048千円 

退職給付引当金 647,976   

役員退職慰労引当金 72,927   

債務保証損失引当金 96,336   

投資有価証券評価損 1,199   

確定拠出年金制度導入費用 162,575   

減損損失 443,732   

関係会社株式評価損 20,200   

繰越欠損金 3,519,092   

その他 8,278   

繰延税金資産小計 5,131,367千円 

評価性引当額 △5,131,367   

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 6,091千円 

土地譲渡益繰延 △3,578   

繰延税金負債合計 2,513千円  

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 △4.3  

評価性引当額 △43.3  

交際費 △0.1  

その他 1.5  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △5.8％  

法定実効税率 40.4％ 

（調整）     

住民税均等割 △2.9  

評価性引当額 △40.3  

その他 △0.1  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △2.9％  

 



－9－ 

 
（訂正後） 
 
（税効果会計関係） 

前事業年度 
（平成 19 年２月 28 日） 

当事業年度 
（平成 20 年２月 29 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 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  

未払事業所税 11,105千円 

未払事業税 7,140   

賞与引当金 25,240   

ポイントサービス引当金 25,908   

商品評価損 439,269   

未払社会保険料 3,099   

貸倒引当金 187  

事業構造改善引当金 165,332   

確定拠出年金制度導入費用 39,986   

繰延税金資産小計 717,269千円 

評価性引当額 △717,269   

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 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  

貸倒引当金 159,048千円 

退職給付引当金 647,976   

役員退職慰労引当金 72,927   

投資有価証券評価損 7,291   

確定拠出年金制度導入費用 162,575   

減損損失 443,732   

関係会社株式評価損 20,200   

繰越欠損金 3,519,092   

その他 8,278   

繰延税金資産小計 5,041,123千円 

評価性引当額 △5,041,123   

繰延税金資産合計 －千円 

繰延税金負債 
土地譲渡益繰延 △3,578  千円 

繰延税金負債合計 △3,578千円  

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 △4.3  

評価性引当額 △43.3  

交際費 △0.1  

その他 1.5  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △5.8％  

法定実効税率 40.4％ 

（調整）     

住民税均等割 △2.9  

評価性引当額 △40.3  

その他 △0.1  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △2.9％  

以 上 


