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平成20年６月19日 

 各    位 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

再建計画の成立及び債務免除等の金融支援に関するお知らせ 
 
当社は、本日開催の取締役会にてのぞみ債権回収株式会社と金銭準消費貸借契約を締結するこ

とを決議し、同日付で同社との間で、当社の金融債務の一部免除を含む金銭準消費貸借契約を締
結するとともに、同社から再建計画に対する合意が得られましたので、下記のとおりお知らせい
たします。 

 

記 

 
1. 債務免除等の金融支援を受けるに至った経緯 

当社は、レコード・楽器、書籍の販売事業を全国に展開しておりますが、音楽ソフト市場の

縮小やネット通販・音楽配信の普及等の影響から当社を取り巻く経営環境は年々厳しさを増し、
平成18年２月期及び平成19年２月期において２期連続して営業赤字を計上するに至りました。 
このような厳しい経営及び財務状況の中、当社は、資金繰りを安定させるため、平成 19 年４

月 16 日に、当社のすべての金融債権者様に対し、すべての金融債務の元本返済について、平成
20 年２月 29 日を期限とするリスケジューリングを依頼し、すべての金融債権者様から応諾を
頂戴しました。 

しかしながら、限られた資金の中での再建には自ずと限界があり、当社は平成 20 年２月期に
おいても営業赤字の計上を余儀なくされ、当社の企業価値を維持するためには、早急に財務体
質の抜本的な改善を行う必要が生じました。 

そこで、当社は、外部資本の調達を図るべく、スポンサー選定手続を実施し、大和証券エス
エムビーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社（以下「DPI」といいます。）を当社の
スポンサー候補者に選定するとともに、金融債務の圧縮による財務体質の改善を実現するため、

当社の金融債権者様が保有する当社に対するすべての金融債権を DPI または同社が指定する第
三者に対して譲渡していただくことを中核とする「RCC 企業再生スキーム」に基づく「事業再
生計画」を策定し、平成 20 年４月 30 日までに、すべての金融債権者様から同事業再生計画に

対する同意を頂戴しました。 
DPI は同社の子会社であるのぞみ債権回収株式会社（以下「のぞみ債権回収」といいます。）

を金融債権の取得先として指定し、のぞみ債権回収は当社の金融債権者様との間で債権譲渡に

必要な事務手続を進め、本日付で同社が当社の金融債権者様から当社に対するすべての金融債
権を譲り受けた旨報告を受けました。当社は金融債権者様の事業再生計画に対する同意が得ら
れたことから、事業再生計画を改訂し、のぞみ債権回収による金融支援等を反映させた「再建

計画」（後記「6.再建計画の概要」をご参照ください。）を策定し、DPI 及びのぞみ債権回収に
本計画を提示するとともに、のぞみ債権回収との間で債権取得後の金融支援につき交渉を重ね
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て参りましたが、本日、のぞみ債権回収と金融債権者様との間の債権譲渡手続が完了したこと
を受け、以下の条件により「再建計画」に対する同意を得て、債務免除及び金利の低減による
金融支援等を受けることにつき合意いたしました。 

 
2. 負債総額（平成 20 年２月 29 日現在） 

24,864 百万円 

 
3. 金融支援の概要 
（1）債務免除 

  ア 債務免除の内容 
当社は、本日、のぞみ債権回収との間で、同社が当社の金融債権者様から取得したすべて

の金融債権（本日現在の総額 176 億 73 百万円）を消費貸借の目的とする旨の金銭準消費貸借

契約（以下「本準消費貸借契約」といいます。）を締結しました。（以下、同契約に基づくの
ぞみ債権回収の当社の借入債務を「本借入債務」といいます。） 
本準消費貸借契約の中で、平成 20 年５月８日付「株式併合及び単元株式数の変更に関する

お知らせ」にて公表いたしました当社普通株式の併合の効力が生じること及び平成 20 年６月
２日付「第三者割当による新株式発行及び転換社債型新株予約権付社債発行に関する発行決
議のお知らせ」にて公表いたしました DPI を割当先とする転換社債型新株予約権付社債が発

行されることを条件として、平成 20 年８月４日に、45 億円から DPI を割当先とする第三者
割当による新株式発行の払込金額を差し引いた額に相当する額の債務免除を受けることにつ
き合意いたしました。 

具体的には、前記プレスリリースにて公表しましたとおり、DPI を割当先とする新株式発
行の払込金額は 14 億円となりますので、のぞみ債権回収による債務免除の金額は差し引き
31 億円となります。 

また、本準消費貸借契約において、本借入債務の満期日（平成 24 年２月末日）までに、以
下の債務免除後の残債務を完済することを条件として、25 億円または当該債務免除による債
務免除益と相殺可能な繰越欠損金のいずれか低い額の債務免除を受けることにつき合意いた

しました。追加で債務免除を受ける場合には、詳細が判明しだいお知らせいたします。 
  

イ 債務免除対象債権者 

  のぞみ債権回収株式会社 
 

ウ 免除を受ける債務の内容 

債務の種類 借入金 

当該債務免除の額 3,100 百万円 

最近事業年度の末日（平成 20 年 2 月 29 日）の債務の総額 22,544百万円 

最近事業年度の末日の債務の総額に対する債務免除等の額の割合 13.75％ 

（注）最近事業年度の末日（平成 20 年 2 月 29 日）の債務の総額につきましては、貸借対
照表上の負債勘定から各種引当金を控除したものです。 

 
（2）金利の低減 

当社は、のぞみ債権回収との間で、本借入債務の金利を平成 24 年２月末日まで年 1.5%とする

ことにつき合意いたしました。 

債務の種類 借入金 

元本の総額（平成 20 年６月 19 日現在） 17,623百万円 

 
4. その他の財務支援の内容 
（1）第三者割当による転換社債型新株予約権付社債の発行 

当社は、平成 20 年５月 29 日開催の当社第 45 回定時株主総会（以下「本株主総会」といいま
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す。）において、第三者割当による転換社債型新株予約権付社債の有利発行及び募集事項の決定
を取締役会に委任する旨の議案を提出し、当該議案は承認可決されました。 
本株主総会の委任に基づき、平成 20 年６月２日に開催しました当社取締役会において、以下

の条件に基づき DPI を割当先として、払込金額を 10 億円とする転換社債型新株予約権付社債を
発行することを決議いたしました。 
なお、10億円の資金の支出予定時期は平成20年６月から平成22年２月までの期間を予定し、

新規出店及び既存店の改装等の戦略的投資に用いることを予定しております。 
 

【転換社債型新株予約権付社債発行の概要】 

（1）新株予約権付社債の名称 株式会社新星堂第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債 

（2）社債の発行総額 10 億円 

（3）各社債の金額 金１億円の１種 

（4）各社債の払込金額（発行価額） 額面 100 円につき金 100 円 

（5）償還価額 額面 100 円につき金 100 円 

（6）利率 年 5.0％ 

（7）払込期日 平成 20 年６月 24 日 

（8）新株予約権の総数 10 個 

（9）新株予約権と引き換えにする金
銭の払込み 

払込みを要しない 

（10）新株予約権の行使に際して出資

される財産の内容及び価額 

当初 130 円 

（11）新株予約権を行使することがで
きる期間 

平成 20 年６月 25 日から平成 24 年２月末日まで 

 
（2）第三者割当による新株式発行 

当社は、本株主総会において、第三者割当による新株式の有利発行及び募集事項の決定を取

締役会に委任する旨の議案を提出し、当該議案は承認可決されました。 
本株主総会の委任に基づき、平成 20 年６月２日に開催しました当社取締役会において、以下

の条件に基づき、DPI 及びワンスアラウンド株式会社（以下「ワンスアラウンド」といいます。）

を割当先として総払込金額を 15 億円とする新株式を発行することを決議いたしました。 
なお、DPI からの払込金額 14 億円は、平成 20 年８月に、のぞみ債権回収に対する返済資金

として用いることを予定しており、のぞみ債権回収による前記債務免除と相まって、今期中の

大幅な金融債務の圧縮が可能となります。 
また、ワンスアラウンドからの払込金額１億円の支出予定時期は平成 20 年６月から平成 21

年２月までの期間を予定し、商品仕入等の運転資金として用いる予定です。 

 
【新株式発行の概要】 
（1）DPI 

① 発行新株式数 普通株式 17,500,000 株 
② 発行価額 1 株につき 80 円 
③ 発行価額の総額 14 億円 
④ 払込期日 平成 20 年８月４日 

（2）ワンスアラウンド 

① 発行新株式数 普通株式 1,250,000 株 
② 発行価額 １株につき 80 円 
③ 発行価額の総額 １億円 
④ 払込期日 平成 20 年８月４日 
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5. 上場廃止基準への該当等に関する事項 

最近事業年度の末日の債務の総額に対する債務免除等の額の割合が 10％以上となるため、本

日、株券上場廃止基準第４条第１項に規定する再建計画等の審査に係る申請を株式会社ジャス
ダック証券取引所に対して行います。 

  当該申請に基づき、株式会社ジャスダック証券取引所において再建計画が適当と認められ、

当該再建計画を開示した日の翌日である平成 20 年６月 20 日から１か月間の平均上場時価総額
及び当該１か月間の最終日の上場時価総額のいずれもが５億円以上となった場合に、上場が維
持されます。  

 
6. 再建計画の概要 
（1） 再建計画策定に至った原因及び当該計画の基本方針 

当社が窮境に陥った原因を分析しますと、その原因は、①借入金の急激な増加及びその固定
化、②売上高の減少、③不良資産の増加及び④財務体質の改善の失敗に要約されます。 
このうち、①につきましては、前記のとおり、DPI に対する第三者割当増資の払込金を原資

とするのぞみ債権回収への弁済及びのぞみ債権回収による債務免除により、平成 21 年２月期に
45 億円の金融債務の圧縮が実現する予定です。 
次に、②につきましては、後記（3）アに詳述するマルチブランド戦略に基づいて店舗の再構

築を図ることにより、ここ数年の急激な売上高の減少に歯止めをかけ、売上の向上に努めてま
いります。 
また、③につきましては、不稼働資産の返品及び値引販売を促進することで不良在庫の減少

に努めることに加え、仕入商品の回転率を上昇させることにより在庫の不良化を抑制します。 
さらに、④につきましては、マルチブランド戦略に基づく売上高の向上に加え、粗利率の改

善、人件費及び物件費の削減、株式会社 TSUTAYA（以下「TSUTAYA」といいます。）との業務

提携強化等を実現することにより、早期の財務体質の改善を目指します。 
 

（2） 計画期間 

平成 21 年２月期から平成 23 年２月期までを計画期間と定め、同期間において経常収支の黒

字化を実現します。 
 
（3）事業再構築計画の具体的内容 

ア マルチブランド戦略に基づく店舗の再構築 
当社が多店舗展開を維持しながら収益を向上させるためには、従来のように、年代もニー

ズも異なる幅広い顧客に対して単一のブランドのみで対応するだけでは、限界があります。 

そこで、当社は、国内最大数を誇り、かつ大きさも立地も様々な店舗を、アイテム、規模・
立地及び顧客のニーズなどに合わせて差別化し、それぞれ異なるブランドイメージで展開し、
再構築することを計画しております。（以下、かかる新たな販売戦略を「マルチブランド戦略」

といいます。） 
マルチブランド戦略を実行することにより、ブランドによっては店舗の減坪を伴うため経

費の削減を実現することができ、また、顧客のニーズに細かく対応していくことから、売上

の増加も期待することができます。 
さらに、新たなブランドとして、当社が扱っている CD・DVD などの音楽ソフト、楽器及び

書籍などの商品と粗利率の高い音楽教室を組み合わせた複合店を展開することで、店舗の粗

利率を改善していくことも計画しています。 
 
イ 粗利率の改善 

お取引様との改善交渉に加え、返品コントロールの徹底等の自助努力により、粗利率の改
善に努めます。 
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ウ 株式会社 TSUTAYA との業務提携強化 
当社は、当社の事業再構築を図るためには、今後も同社からの支援を受けることが不可欠

であるとの認識のもとに、同社に対してより相互の利益に資する新たな契約形態への見直し

をすることを申し入れております。当該契約を締結する場合には速やかにお知らせいたしま
す。 
また、人的支援として、後記エ記載のとおり、同社から社外取締役２名及び顧問１名の派

遣を受けております。 
 
エ 経営体制の刷新 

今般の RCC 企業再生スキームに基づく金融債権者様への損失及び後記（7）記載のとおり、
一般株主の皆様に対して保有株式の希薄化を強いますことに鑑み、前代表取締役社長宮崎正
紀、前代表取締役専務宮崎正是及び前取締役宮崎正章は、経営責任を明確にするため、本株

主総会の終結の時をもって辞任いたしました。 
かかる辞任を受け、本株主総会において、当社副社長執行役員であった砂田浩孝を当社取

締役とする旨の議案が承認可決されました。 

加えて、当社の事業パートナーであります DPI からは２名の社外取締役、また TSUTAYA
からは２名の社外取締役及び１名の顧問を派遣する旨の申出をいただき、本株主総会におい
て、当該社外取締役候補者を当社社外取締役とする旨の議案も承認可決されました。 

さらに、本株主総会において、小売業界に精通したコンサルタント会社であり、当社への
経営及び業務指導を行っているワンスアラウンド代表取締役鈴木定芳を当社社外取締役とす
る旨の議案も承認可決されました。そして、本株主総会後に開催しました取締役会において、

砂田浩孝を当社代表取締役に選定いたしました。今後は、砂田浩孝を中心として、人事面に
おいても、事業パートナーである DPI、TSUTAYA 及びワンスアラウンドの協力を得ながら、
早期の事業再構築を果たし、業績回復を図ってまいります。 

 
（4）自己資本の増強策 

前記４（2）記載のとおり、金融債務の圧縮による自己資本の回復と運転資金及び設備投資資

金の増強を図るため、DPI 及びワンスアラウンドに対する第三者割当増資を行います。 
 
（5）数値計画 

本再建計画における初年度の予想損益計算書及び予想貸借対照表の概要は以下のとおりです
が、前記（3）に掲げました諸施策を確実に履行し、計画の達成に邁進する所存であります。 

 

  【予想損益計算書の概要（単体）】 
（単位：百万円） 

 H20/2 期 

（実績） 

H21/2 期 

（計画） 

売上高 47,681 43,300 

売上総利益 13,778 13,280 

営業利益 △1,129 △307 

経常利益 △1,522 △490 

特別利益 58 3,345 

特別損失 2,540 203 

当期純利益 △4,122 2,519 
①平成 21 年２月期の特別利益 3,345 百万円中、のぞみ債権回収による債務免除に基づく債務

免除益 3,100 百万円を計上しております。    
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【予想貸借対照表の概要（単体）】 

            （単位：百万円） 
 H20/２期 

（実績） 

H21/２期 

（計画） 

 流動資産 14,051 12,682 

 固定資産 11,432 10,247 

資 産 合 計 25,483 22,928 

 流動負債 21,223 3,674 

 固定負債 3,642 14,615 

負 債 合 計 24,864 18,289 

 資  本  金 3,754 4,505 

 資本剰余金 3,247 3,998 

 利益剰余金 △3,099 △578 

 自己株式 △9 △9 

 その他有価証券評価 
差額金 

3 3 

 土地再評価差額金 △3,278 △3,279 

純 資 産 合 計 618 4,639 

負債・純資産合計 25,483 22,928 
  ①平成 21 年２月期におけるのぞみ債権回収による債務免除（3,100 百万円）及び第三者割当

増資の払込金をのぞみ債権回収に対する支払（1,400 百万円）に充当することにより、金融

債務の圧縮が可能となり、同期の負債科目に反映させております。 
②平成 21 年２月期に、DPI 及びワンスアラウンドを割当先とする第三者割当増資（合計 1,500
百万円）を予定しており、払込金額のうち資本金に組み入れる額（750 百万円）を資本金

勘定に計上しております。 
 
（6）経営責任及び支配株主の責任 

前記のとおり、創業者一族である前代表取締役社長宮崎正紀、前代表取締役専務宮崎正是及
び前取締役宮崎正章は、今般、金融債権者様及び一般株主の皆様に多大なご迷惑をお掛け致し
ました責任を明確にすべく、本株主総会の終結の時をもって辞任いたしました。 

また、平成 20 年６月２日付「自己株式の無償取得・消却の完了に関するお知らせ」にて公表
しましたとおり、当社は創業者一族（同一族が支配権を有する持株会社を含みます。）から当社
普通株式 1,117,320 株を無償で譲り受け、同日付で消却手続を完了いたしました。 

 
（7）一般株主の皆様の保有株式の希薄化 

RCC 企業再生スキームの成立により、本来投下資本の回収の点で優位性を有する金融債権者

様に多大なご負担を強いましたことに鑑み、本株主総会において、一般株主の皆様の保有株式
につき２株を１株に併合する旨の議案を提出し、当該議案は承認可決されました。 
一般株主の皆様には大変なご負担とご迷惑をおかけいたしますが、当該株式併合に加え、DPI

及びワンスアラウンドに対する第三者割当増資を実施することにより、一般株主の皆様の持株
比率は減少し、相応の株式の希薄化が生じることになります。 

  なお、本再建計画は、当社株式の全部を消却するものではありません。 

 
7. 本再建計画に対する DPI 及びのぞみ債権回収の合意 

当社は、債務免除及び金利の低減を受けるのぞみ債権回収及びその親会社である DPI から、

本再建計画に対する合意を得ております。 
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8. 今後の見通し 
当社は、前記の金融支援を受け、資本増強策を実施することにより財務基盤の一定の強化を

図ることが可能となります。 

今後、本再建計画の確実な実現に努め、事業力、収益力の回復及び強化に邁進していく所存
でございます。 
なお、当社は、平成 20 年４月 30 日付「平成 20 年２月期 決算短信」により平成 21 年２月

期の業績予想を公表しておりますが、当該業績予想は公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、今般の金融支援等は反映されておりません。 
そこで、金融支援等を反映させた業績予想を再度策定し、その詳細を本日付「特別利益の発

生及び平成 21 年２月期業績予想の修正並びに非連結決算への移行に関するお知らせ」にて公表
しております。 

 

以  上 


