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１．平成20年８月中間期の業績（平成20年３月１日～平成20年８月31日）

(1）経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年８月中間期 21,129 △13.3 △735 － △836 － 1,696 －

19年８月中間期 24,357 △12.8 △455 － △627 － △1,246 －

20年２月期 47,681 △13.8 △1,129 － △1,522 － △4,122 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

20年８月中間期 93 80

19年８月中間期 △40 21

20年２月期 △132 92

（参考）持分法投資損益 20年８月中間期 －百万円 19年８月中間期 －百万円 20年２月期 －百万円

(2）財政状態

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

20年８月中間期 24,921 3,813 15.3 113 17

19年８月中間期 29,174 3,553 12.2 114 59

20年２月期 25,483 618 2.4 19 95

（参考）自己資本 20年８月中間期 3,813百万円 19年８月中間期 3,553百万円 20年２月期 618百万円

(3）キャッシュ・フローの状況

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

20年８月中間期 △809 358 746 1,597

19年８月中間期 － － － －

20年２月期 － － － －

（注）当期から非連結での開示となるためキャッシュ・フローは、前期の開示を行っておりません。

２．配当の状況

1株当り配当金 
（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

20年２月期 －  －  0 00

21年２月期 －     

21年２月期（予想）  －  0 00

３．平成21年２月期の業績予想（平成20年３月１日～平成21年２月28日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 43,000 △9.8 △980 － △1,220 － 1,200 － 46 47
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４．その他

(1）中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　無

②　①以外の変更　　　　　　　　無

(2）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年８月中間期 33,717,840株 19年８月中間期 31,053,000株 20年２月期 31,053,000株

②　期末自己株式数 20年８月中間期 22,217株 19年８月中間期 40,453株 20年２月期 42,609株

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、30ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

平成20年10月８日付で通期の業績予想を変更しております。 

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。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

① 当中間会計期間の経営成績

  当中間会計期間におけるわが国経済は、原油・原材料価格の高騰に伴う物価の上昇や米国のサブプライム住宅ロー

ン問題に端を発する金融市場の混乱の余波を受けた信用収縮によって、景気の先行きに不透明感が広がりました。小

売業界におきましては、物価上昇や将来に対する不安等の影響を受けた生活防衛意識の高まりが消費意欲を減退させ、

個人消費が低迷いたしました。

  このような状況のもと、当社は抜本的な再生を果たすべく、当社の全ての金融債権者が当社に対して保有されてい

る債権を、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の子会社であるのぞみ債権回収株式

会社に平成20年６月19日に一括譲渡していただき、平成20年８月４日に31億円の債務免除を受け、有利子負債の削減

を実現いたしました。さらに、平成20年６月に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

に対して、転換社債型新株予約権付社債（額面総額10億円）を発行、平成20年８月４日に同社及びワンスアラウンド

株式会社を割当先とする普通株式（総額15億円）を発行し自己資本の増強を図りました。その一方で、平成20年６月

２日に創業者一族が保有する株式1,117,320株を無償取得し消却するとともに、平成20年６月19日に株式会社TSUTAYA

の保有していた平成18年新株予約権（本新株予約権個数20,430個）も無償取得し消却いたしました。また、平成20年

８月１日に２株を１株に併合し、単元株式数を1,000株から500株に変更いたしました。

　当中間会計期間におきましては、これら一連の財務体質の強化に加え、足元を固めるための経営基盤の整備に努め

てまいりました。具体的には、マルチブランド戦略に基づいて、「聴く」「見る」に留まっていた音楽映像ソフト店

を立地やマーケットに応じて、「弾く」楽しみを加えた楽器複合店に転換する改装を逐次実施しました。同時に、店

舗と本部が一体となって顧客満足度を高めるべく「ありがとう推進室」を設置し、全店舗が専門店としてそれぞれの

地域のお客様から支持される地域一番店を目指してまいりました。

　当中間会計期間の出退店につきましては、１店舗を新設し、５店舗を改装する一方で不採算店５店舗を閉鎖いたし

ました。当中間期末の店舗数は、221店となり前中間期末比11店舗減少となりました。

　以上の諸施策を実施いたしましたが、効果が顕在化するのが下期以降となることから、当中間会計期間の売上高は、

211億29百万円となり前年同期と比べ32億27百万円の減収（13.3％減）となりました。売上総利益率は前年同期よりも

0.3％改善し、販売費及び一般管理費は前年同期よりも６億５百万円削減したものの、７億35百万円の営業損失（前年

同期は４億55百万円の損失）、経常損失は８億36百万円（前年同期は６億27百万円の損失）となりました。中間純損

益は、債務免除益31億円などによる特別利益32億75百万円を計上する一方で、商品評価損５億54百万円等による特別

損失６億86百万円を計上したことにより、16億96百万円の中間純利益（前年同期は12億46百万円の損失）となりまし

た。

　当中間会計期間より、子会社２社（株式会社オーマガトキ及びシリウス株式会社）を重要性に鑑み、連結の範囲か

ら除外し非連結決算での開示に移行しております。また、前年同期比は非連結数値との対比で記載しております。

  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）

 音楽ソフトは、音楽配信の伸長によるシングルＣＤ市場の縮小はあるものの、全体的にはやや下げ止まり感がみられ

ます。映像ソフトは、カタログ商品の低価格化や販売チャネルの多様化もあり、厳しい状況が続いています。

　前事業年度に導入した本部一括発注体制における商品戦略の精度向上に取り組んでおります。音楽ソフトについて

は、仕入先メーカーとのマーチャンダイジングの共同展開による商品効率を向上させるべくＳＡＳＳ（新星堂オート

マチック・サプライ・システム）自動発注システムを、映像ソフトについては、棚割管理システム（プラノグラム）

を導入しております。これらの手法により、旧譜売上高の前年同期比は20%向上しております。なお、本部一括発注体

制への移行によって、前事業年度に販売機会損失が顕在化した大型店舗及び営業戦略の核となる重要店舗（合計16店）

については、一部自主発注枠を設けるなど、店舗の独自性、個性化を促進して販売強化を図りました。また、各店舗

が音楽配信やネット通販との差別化を図る上で、リアル店舗でなければ得られない付加価値である“人を介して心を

豊かにするものを伝える喜び”を多くのお客様に提供すべく、販売員一人一人の接客技術やＣＳレベルの向上に注力

しました。同時に、モバイル会員の獲得キャンペーンを強化し、携帯電話やインターネットを通じた情報発信により

来店を促進する施策を推進しました。
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　音楽用品楽器関係におきましては、音楽・映像ソフト店舗のリニューアル、新規出店に際し、楽器の複合販売を本

格的に推進し、これらはいずれも好調に推移しております。

  ただし、楽器専門店は、消費の冷え込みから高額商品の売上が伸び悩み、前中間会計期間を下回っております。

  通販は、携帯サイトのリニューアルと、リコメンデーション・エンジン（顧客別・推薦商品誘導システム）の導入

により売上高はほぼ前年同期並みで推移しております。

　以上の結果、音楽事業の売上高は203億69百万円、営業損失は100百万円となりました。

 （書籍事業）

　 卸業者との連携を緊密にしてきめ細かな商品補充を行い、品揃えの充実に努めました。また、営業政策面では、担

当ジャンル別のＭＤチームにより、コーナーごとに魅力あふれる店頭展開を実施してまいりました。

  書籍事業の売上高は、７億60百万円、営業利益は38百万円となりました。

②　通期の見通し

  当社は、中期事業計画の諸施策を着実に実行し、早期の業績改善に向け一層の努力を続けてまいります。下期にお

いて、音楽事業は消費マインドの低下により市場環境の厳しさが増すと考えられますが、年末に向けたモバイル会員

獲得施策やセール等の拡売施策を展開して売上高の確保に努めてまいります。書籍事業は上期のハリー・ポッターの

ようなベストセラーが見込まれないため、さらに厳しさが予想されますが、ＣＳ向上によりお客様の来店頻度を促進

して売上確保に努めてまいります。全社として値引きコントロールや商品ロスの低減等による売上総利益額を確保す

ると同時に販管費を抑制してまいります。通期の業績見通しは、売上高430億円、営業損失９億80百万円、経常損失12

億20百万円、当期純利益12億円を見込んでおります。

(2）財政状態に関する分析

　資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析

  　当中間会計期間末の資産につきましては、総資産は24,921百万円となり、前事業年度末に比べ561百万円減少いた

しました。これは主に敷金及び保証金の返還による純減少額が621百万円あったことや商品が214百万円減少したこ

と等によるものであります。

　負債合計は21,108百万円となり、前事業年度末と比べ3,756百万円減少いたしました。これは主に債務免除3,100

百万円が実施されたことに伴う借入金の減少や、役員退職慰労引当金の戻入による純減少額が170百万円あったこと

等によるものであります。

　純資産の合計は3,813百万円となり、前事業年度末に比べ3,194百万円増加いたしました。これは主に中間純利益

1,696百万円の計上したこと及び第三者割当増資により1,500百万円増加したことによるものであります。

　これらの結果、自己資本比率は15.3％（前中間会計期間末は12.2％、前事業年度末は2.4％）と改善いたしました。

　当中間会計期間のキャッシュ・フローの状況

  　当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ２億95百万円

増加し、当中間会計期間末は15億97百万円となりました。

  当中間会計期間中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）

 　 当中間会計期間において営業活動による資金の減少は、８億９百万円となりました。これは主に税引前中間純利

益17億52百万円及び仕入債務の増加額７億82百万円等があったものの、債務免除益31億円及び売上債権の増加額２

億24百万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）

 　  当中間会計期間において投資活動による資金の増加は、３億58百万円となりました。これは主に出店及び改装に

伴う固定資産の取得２億円及び定期預金の預入50百万円による支出と、敷金及び保証金の返還による収入６億24百

万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）

 　 当中間会計期間において財務活動による資金の増加は、７億46百万円となりました。これは主に長期借入金の返

済による支出が15億５百万円及びファイナンス・リース債務の返済による支出２億48百万円等があった一方で、新

株発行による収入15億円及び社債の発行による収入10億円等があったことによるものであります。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

  当社は、株主様への利益還元と、将来の事業展開及び経営成績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、競争力強化のための店舗改装やＩＴシステム等に有効投資してまいります。現状は無配を

継続しておりますが、今後につきましては、早期の業績回復に注力してまいります。

(4）事業等のリスク

  当社の事業に関わるリスクで投資家の判断に影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項を記載しております。

当社は、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、発生の回避及び発生した場合の対応に最大限の注力をして

まいる所存であります。

　なお、以下のリスクには、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当中間会計期間末現在において判

断したものであり、潜在的リスクや不確定要因はこれらに限られるものではありませんのでご留意ください。

 ①　資金調達手段の制限

当社は、「当中間会計期間の経営成績」に記載しましたとおり、金融債務の一本化と一部債務免除及び金利の

低減が実現いたしました。しかしながら、当社の財務状況が完全に正常化するには、なお、相応の時間を要する

ため、従来までのような金融機関からの円滑な新規借入は困難となる懼れがあり、大規模な設備投資等に必要な

資金を機動的に調達する方法が一定期間制限される可能性があります。

 ②　事業環境について

　当社は、エンタテインメント企業として文化関連用品を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、当社の主力商品である音楽映像ソフトは、テクノロジーの革新による流通チャネルの多様化に

よる影響を受けております。また、ヒット商品の有無、マーケット動向及び消費者の嗜好の変化や異業種の参入

等により、当社の業績に影響を与える可能性があります。

 ③　再販売価格維持制度について

　当社が販売するＣＤ及び音楽テープ、書籍・雑誌は「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、同調査会で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　個人情報管理について

　当社はポイントサービスカード発行や新譜予約等に際して取得した顧客の個人情報を有しており、その個人情

報管理に関しては、個人情報保護法および関連法令を遵守するため、社内規程や店舗マニュアルの周知徹底を図

るとともに、システムのセキュリティを強化し、情報管理体制の確立を図っております。しかしながら、外部か

らの不正アクセス等による情報流出が発生した場合において、賠償責任を負うことにより当社の財政状態に影響

を与える可能性や社会的信用の失墜によって、経営成績に影響を与える可能性があります。

 ⑤　敷金及び保証金について

 　当社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、当中間会計期間末現在の敷金及び保証金の残高

は53億56百万円となっております。敷金及び保証金を差入したデベロッパーの信用状態の悪化や破産の事態が発

生した場合においては、回収不能となることが考えられ、当社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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 ⑤　継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況によるリスクについて

　「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」において記載しておりますとおり、当社には継続企

業の前提に関する重要な疑義が生じております。詳細は当該箇所をご参照ください。当社は当該状況の解消を図

るべく、「中期事業計画」を策定し着実に実行してまいりますが、本計画どおり進捗しなかった場合は、予想し

ていた収益が確保できない可能性があります。

２．企業集団の状況
   当社（当社及び当社の関係会社）は、当社並びに子会社２社により構成されております。なお、当期より子会社２社

はいずれも金額的に重要性がないため当該子会社を連結の範囲から除外し非連結決算に移行しております。当社が営ん

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

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

内外の音楽著作権の管理 シリウス㈱

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、次のとおりです。

 

当          社 

㈱オーマガトキ 

シリウス㈱ 

（一般消費者・取引先） 

原盤使用料 

楽曲の管理料 

商品 

商品 

商品 

（外部取引先） 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は 、「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、当社は、「心を豊かにしていくものを伝える」を企業理念に据え、それを実現するため「店頭が最も輝い

ているチーム（店）をつくろう！」を再生のビジョンとして掲げ、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。

(2）目標とする経営指標

  当社は、平成18年２月期より３期継続して営業損失を計上しており、経営効率化を推進し、早期に営業利益を計上

できるよう努力してまいります。

(3）中長期的な会社の経営戦略

   当社は業界内における確固たる地位の確保を目指し、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

すことにより、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広く社会に提供し、文化の

発展に貢献していくことを当社の経営戦略の中核としております。ＣＤ、ＤＶＤなど音楽映像ソフト業界は今後も、

ニーズの多様化と共に多品種化が進行すると予測しております。　　　

　特にパッケージ販売では、ネット通販や異業種の参入などで、小売店には利便性に加えて、より専門的な在庫の品

揃え、店頭展開もあわせて要求されます。この高い専門性を個々人のスキルに依存するだけでなく、効率的に体系化

することにより、他企業との差別化や企業としての収益向上を目指してまいります。

　当社は抜本的な改革を進めるため、平成21年２月期を始期とする「中期事業計画」を策定いたしました。顧客視点

に立脚した「マルチブランド戦略」に基づいた店舗の出店・改装をする一方で、不採算店舗の撤退を一層進めてまい

ります。そして、新星堂独自の販売スタイルづくりと共に他を圧倒するサービスの実現を目指す「ＣＳの充実」、仕

入を本部に一元化し効率的な運用を目指す「商品供給戦略」、社内プロジェクトチームによる「仕事のインフラの整

備」、執行体制や人事制度を見直し、職務グレード制による評価報酬体系に基づく「新人事制度」を、再生のための

「５つ星戦略」として強力に推進し、常にお客様のニーズに対応できる収益力の高い企業体質へと変革してまいりま

す。

(4）会社の対処すべき課題

  　景気の先行きに不透明感が広がる中、個人消費の低迷が予測され、予断を許さない経営環境が続くと思われま

　す。当中間期における事業計画の進捗状況は次のとおりであります。

　①  業務効率の向上については、リーダーの育成に主眼を置き、権限委譲を進めてまいります。またこの業務改　

　　革に伴い、人と組織の活性化に向けた職務グレード制に基づく評価報酬体系へと改訂し、プロセス（仕事の仕　

　　方）を重視評価する人事制度を定着させてまいります。

　②  不採算店舗の撤退を促進し、平成20年８月末までに５店舗を閉鎖しましたが、下期も不採算店の撤退を予定し

　　ております。また既存店においても家賃条件の改善交渉をしつつ、改装を推進し、さらに

　　Tea for Two Records恵比寿店では雑貨を扱うなど、新しい商材の取扱にもチャレンジし、「次世代新星堂ブラ

　　ンド」の構築を目指しております。

  ③  前事業年度より実施してきた本部（商品部）による一括発注及び自動発注は、立地タイプや店舗規模に応じた

　　商品管理の精度を向上させてまいります。同時に、仕入先とデイリーで商品の消化情報を共有することで、一

　　層、商品効率を向上させ、製販共にウィン×ウィンの関係を目指した、業界全体における商品効率の向上を推進

　　してまいります。

　④　小売業において最も重要なテーマである「圧倒的ＣＳ」を実現できるよう、接客スキルの向上、お客様目線を

　　ベースとした意識向上を促進し、当社独自の販売スタイルを定着させるよう努めてまいります。

　　　以上のように、新しい経営体制のもと、事業計画を着実に実施することにより、早期の業績改善に向け一層の

　　努力を続け、早期の経常黒字転換を目指しております。
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５．中間財務諸表等
(1）中間貸借対照表

前中間会計期間末

（平成19年８月31日）

当中間会計期間末

（平成20年８月31日）

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成20年２月29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
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

現金及び預金 1,864,638 2,347,008 2,001,015

受取手形  8,835 8,405 7,356

売掛金 2,038,539 2,027,214 1,804,105

たな卸資産 11,260,506 9,491,217 9,705,423

その他 804,678 417,092 533,730

貸倒引当金 △1,419 △805 △463

流動資産合計 15,975,778 54.8 14,290,133 57.3 14,051,167 55.1

Ⅱ　固定資産

有形固定資産 ※１

建物 ※２ 2,201,663 1,967,300 2,010,405

器具及び備品 ※３　 431,015 365,221 368,167

土地 ※２ 2,473,839 2,460,158 2,460,158

その他
※２
※３

158,539 130,316 144,577

　　計 5,265,057 4,922,997 4,983,308

無形固定資産 242,788 252,608 224,206

投資その他の資産

敷金及び保証金 ※２ 6,961,922 5,356,028 5,977,655

その他  1,041,388 468,479 640,803

貸倒引当金 △312,165 △368,711 △393,685

　　計 7,691,145 5,455,796 6,224,772

固定資産合計 13,198,990 45.2 10,631,403 42.7 11,432,288 44.9

資産合計 29,174,768 100.0 24,921,536 100.0 25,483,455 100.0
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前中間会計期間末

（平成19年８月31日）

当中間会計期間末

（平成20年８月31日）

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成20年２月29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
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

支払手形 ※４ 323,301 495,154 331,593

買掛金 2,871,806 3,170,832 2,552,360

短期借入金 ※２ 7,877,656 500,000 15,497,429

１年内償還予定　
社債

540,000 － 820,000

未払金 1,637,775 370,142 797,345

未払法人税等 83,021 92,417 133,319

賞与引当金 － 112,209 62,475

ポイントサービス
引当金

128,257 － 64,128

事業構造改善引当
金

－ 116,078 409,239

返品調整引当金 51 46 49

その他 625,721 582,379 555,143

流動負債合計 14,087,592 48.3 5,439,261 21.8 21,223,084 83.3

Ⅱ　固定負債

社債 360,000 1,000,000 －

長期借入金 ※２ 8,553,864 12,568,106 1,232,635

再評価に係る
繰延税金負債

167,264 164,411 164,411

繰延税金負債 41,932 4,677 3,578

退職給付引当金 1,655,630 1,553,451 1,603,903

役員退職慰労
引当金

170,653 9,524 180,513

その他 583,970 368,852 456,640

固定負債合計 11,533,314 39.5 15,669,023 62.9 3,641,682 14.3

負債合計 25,620,907 87.8 21,108,285 84.7 24,864,766 97.6
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前中間会計期間末

（平成19年８月31日）

当中間会計期間末

（平成20年８月31日）

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成20年２月29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）

Ⅰ　株主資本

　　資本金 3,754,548 12.9 4,504,548 18.1 3,754,548 14.7

　　資本剰余金

　　資本準備金 3,247,528 3,997,528 3,247,528

資本剰余金合計 3,247,528 11.1 3,997,528 16.0 3,247,528 12.7

　　利益剰余金

　　利益準備金 795,200 795,200 795,200

　　その他利益剰余
金

別途積立金 3,400,000 3,400,000 3,400,000

繰越利益剰余金 △4,422,123 △5,598,155 △7,294,288

利益剰余金合計 △226,923 △0.8 △1,402,955 △5.6 △3,099,088 △12.1

　　自己株式 △8,928 △0.0 △9,283 △0.0 △9,130 △0.0

株主資本合計 6,766,224 23.2 7,089,836 28.5 3,893,857 15.3

Ⅱ　評価・換算差額等       

　　その他有価証券
    評価差額金

62,856 0.2 1,621 0.0 3,038 0.0

　　土地再評価差額金 △3,275,219 △11.2 △3,278,207 △13.2 △3,278,207 △12.9

評価・換算差額等合
計

△3,212,362 △11.0 △3,276,585 △13.2 △3,275,168 △12.9

純資産合計 3,553,861 12.2 3,813,251 15.3 618,688 2.4

負債純資産合計 29,174,768 100.0 24,921,536 100.0 25,483,455 100.0
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(2）中間損益計算書

前中間会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間

（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度の
要約損益計算書

（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）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 24,357,412 100.0 21,129,535 100.0 47,681,162 100.0

Ⅱ　売上原価 17,153,541 70.4 14,810,790 70.1 33,902,370 71.1

売上総利益 7,203,871 29.6 6,318,744 29.9 13,778,791 28.9

Ⅲ　販売費及び
一般管理費

7,659,173 31.4 7,054,125 33.4 14,908,076 31.3

営業損失 455,301 △1.8 735,380 △3.5 1,129,284 △2.4

Ⅳ　営業外収益 ※１ 107,697 0.4 137,720 0.7 198,739 0.4

Ⅴ　営業外費用 ※２ 280,303 1.2 238,799 1.1 591,601 1.2

経常損失 627,907 △2.6 836,459 △3.9 1,522,146 △3.2

Ⅵ　特別利益 ※３ 9,685 0.0 3,275,563 15.5 58,379 0.1

Ⅶ　特別損失
※４
※５

567,845 2.3 686,547 3.3 2,540,665 5.3

税引前中間純利益
又は税引前中間
（当期）純損失
（△）

△1,186,068 △4.9 1,752,556 8.3 △4,004,433 △8.4

法人税、住民税　
及び事業税

58,912 56,423 116,361

法人税等調整額 1,949 60,861 0.2 － 56,423 0.3 1,289 117,650 0.2

中間純利益又は中
間（当期）純損失
（△）

△1,246,930 △5.1 1,696,132 8.0 △4,122,084 △8.6
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31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
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

別途積立金 繰越利益剰余金

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

中間会計期間中の変動額        

中間純損失 － － － － △1,246,930 － △1,246,930

自己株式の取得 － － － － － △600 △600

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

－ － － － － － －

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － － － △1,246,930 △600 △1,247,530

平成19年８月31日　残高

（千円）
3,754,548 3,247,528 795,200 3,400,000 △4,422,123 △8,928 6,766,224

評価・換算差額等

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

平成19年２月28日　残高

（千円）
23,597 △3,275,219 4,762,134

中間会計期間中の変動額    

中間純損失 － － △1,246,930

自己株式の取得 － － △600

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

39,258 － 39,258

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
39,258 － △1,208,272

平成19年８月31日　残高

（千円）
62,856 △3,275,219 3,553,861
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当中間会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31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
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

別途積立金 繰越利益剰余金

平成20年２月29日　残高

（千円）
3,754,548 3,247,528 795,200 3,400,000 △7,294,288 △9,130 3,893,857

中間会計期間中の変動額        

新株の発行 750,000 750,000 － － － － 1,500,000

中間純利益     1,696,132  1,696,132

自己株式の取得 － － － － － △152 △152

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

－ － － － － － －

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
750,000 750,000 － － 1,696,132 △152 3,195,979

平成20年８月31日　残高

（千円）
4,504,548 3,997,528 795,200 3,400,000 △5,598,155 △9,283 7,089,836

評価・換算差額等

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

平成20年２月29日　残高

（千円）
3,038 △3,278,207 618,688

中間会計期間中の変動額    

新株の発行 － － 1,500,000

中間純利益   1,696,132

自己株式の取得 － － △152

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

△1,416 － △1,416

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△1,416 － 3,194,562

平成20年８月31日　残高

（千円）
1,621 △3,278,207 3,813,251
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29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
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

別途積立金 繰越利益剰余金

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

事業年度中の変動額        

当期純損失 － － － － △4,122,084 － △4,122,084

自己株式の取得 － － － － － △802 △802

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 － － － － 2,988 － 2,988

事業年度中の変動額合計

（千円）
－ － － － △4,199,095 △802 △4,119,898

平成20年２月29日　残高

（千円）
3,754,548 3,247,528 795,200 3,400,000 △7,294,288 △9,130 3,893,857

評価・換算差額等

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

平成19年２月28日　残高

（千円）
23,597 △3,275,219 4,762,134

事業年度中の変動額    

当期純損失 － － △4,122,084

自己株式の取得 － － △802

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

△20,558 － △20,558

土地減損に伴う減少 － △2,988 －

事業年度中の変動額合計

（千円）
△20,558 △2,988 △4,143,445

平成20年２月29日　残高

（千円）
3,038 △3,278,207 618,688
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

当中間会計期間

（自　平成20年３月１日

至　平成20年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益 1,752,556

減価償却費 210,291

貸倒引当金の減少額 △24,631

賞与引当金の増加額 49,734

ポイントサービス引当金の減少額 △64,128

事業構造改善引当金の減少額 △293,161

返品調整引当金の減少額 △2

退職給付引当金の減少額 △50,452

役員退職慰労引当金の減少額 △170,988

受取利息及び受取配当金 △6,966

支払利息 207,118

投資有価証券評価損 380

固定資産除却損 41,377

債務免除益 △3,100,000

売上債権の増加額 △224,157

たな卸資産の減少額 214,205

仕入債務の増加額 782,032

その他 222,178

小計 △454,613

利息及び配当金の受取額 6,885

利息の支払額 △211,748

確定拠出年金移換金の支払額 △64,551

法人税等の支払額 △85,660

営業活動によるキャッシュ・フロー △809,688
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当中間会計期間

（自　平成20年３月１日

至　平成20年８月31日）

区分
注記
番号

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 △50,000

固定資産の取得による支出 △200,500

投資有価証券の取得による支出 △681

敷金及び保証金の差入による支出 △7,989

敷金及び保証金の返還による収入 624,453

貸付けによる支出 △13,200

貸付金の回収による収入 6,574

投資活動によるキャッシュ・フロー 358,657

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 △1,505,211

社債の発行による収入 1,000,000

新株発行による収入 1,500,000

ファイナンス・リース債務の返済
による支出

△248,367

自己株式の取得による支出 △152

財務活動によるキャッシュ・フロー 746,268

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 756

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 295,993

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,301,015

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末
残高

※ 1,597,008
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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

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

 　当社は、２期連続して当期純損失

（前々事業年度は3,860百万円、前事

業年度は2,984百万円）を計上し、当

中間会計期間においても中間純損失

1,246百万円を計上したことに伴い、

継続企業の前提に関する重要な疑義が

存在しております。

   当社は当該状況を解消すべく、「中

期経営計画」の諸施策を実施しており

ます。具体的には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

クトを立ち上げると同時に、人員効率

化を図るため、希望退職者の募集（160

名）により平成19年７月20日付で実施

いたしました。②人・組織の活性化に

向けた人事制度改革については、従来

の年功序列型から職務グレード制に基

づく評価報酬体系への改訂し、翌事業

年度導入を目指し、労働組合等と協議

をしております。③不採算店舗の撤退

も促進し、平成19年８月末までに16店

舗を閉鎖すると同時に、マルチブラン

ド戦略の一環として、東京都立川市に

既存店舗を「Tea For Two Records」

の店名でリニューアルオープンし「次

世代新星堂ブランド」の構築を目指し

ております。 ④本部一括発注を平成

19年６月に導入し在庫の装備率を強化

し販売機会ロスの低減を図っておりま

す。なお、シンジケートローン契約に

基づく返済に関しては、貸付人に対し

延期要請を行い、交渉の結果、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、財務制限条項の行使は

回避されております。

  また、当社は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

関全行に対して、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200百万円とすること、および当

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および返

済スケジュールの変更を申し入れ、取

引全金融機関から平成19年７月31日ま

でに同意を頂いております。

 　当社は、当中間会計期間において、

中間純利益1,696百万円を計上したも

のの、債務免除益3,100百万円の特別

利益によるものであり、経常損益段階

では３期連続して損失を計上しており

ます。なお、当中間会計期間において

も、経常損失836百万円を計上したこ

とにより、継続企業の前提に関する重

要な疑義が存在しております。

　当社は当該疑義を解消するため、平

成20年６月２日の取締役会決議に基づ

き、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に

対し転換社債型新株予約権付社債発行

（額面総額1,000百万円）を決議し、

平成20年６月24日に同社から払込が完

了しております。また、同日の取締役

会にて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

及びワンスアラウンド株式会社に対し

て第三者割当増資による新株式（総額

1,500百万円）を発行することを決議

し平成20年８月４日に両社から払込が

完了しております。当社は「事業再生

計画」の一環として、平成20年８月1

日には、２株を１株に株式を併合して

おります。

  さらに、当社は平成20年６月19日に

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が債権

譲受会社として指定したのぞみ債権回

収株式会社と金銭準消費貸借契約を締

結し、平成20年８月４日に3,100百万

円の債務免除の金融支援により、有利

子負債圧縮を実現しております。

　当社は、平成20年２月末日までの１

年間、取引先金融機関より借入金残高

の維持及び返済スケジュールの変更に

同意を頂きましたが、その期日が到来

したこと、及び３期連続して当期純損

失(当事業年度は4,122百万円）を計上

したことにより、継続企業の前提に関

する重要な疑義が存在しております。

  当社は当該疑義を解消するため、新

たにスポンサーを選定し、当該スポン

サーの支援のもとで事業構造を抜本的

に変革することが事業再生を図るうえ

で必要と判断し、入札方式によるスポ

ンサー選定手続きを実施いたしました。

その結果、平成19年12月に大和証券エ

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をスポンサー候補

者に内定いたしました。同社からは、

当社の全ての取引先金融機関が当社に

対して保有されている債権を一括して

購入し、債権者の立場から当社に対し

て支援を行う旨の申し出をいただきま

した。具体的には、大和証券エスエム

ビーシープリンシパル・インベストメ

ンツ株式会社または同社が指定する第

三者が、当社の全ての取引先金融機関

が当社に対して保有している債権を一

括取得した後に次のような申し出をい

ただいております。

　①　社債の引受

    当社が発行する転換社債型新株

　予約権付社債の第三者割当を引き

  受けること。

　②　その他

　　取引先金融機関から一括取得さ

　れた債権について、金銭準消費貸

　借契約書を締結した後、債権放棄

　等の当社の財務体質を抜本的に改

　善するために必要な支援をいただ

　くこと。
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前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

 　なお、平成19年７月に110百万円の

返済を追加し、平成19年８月末までに

総額330百万円の支払を完了しており

ます。中間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

要な疑義の影響を中間財務諸表には反

映しておりません。

 　当社は今後の事業再生を確実なもの

とするため、平成20年度を始期とする

「中期事業計画」を策定し、顧客視点

に基づくマルチブランド戦略に基づい

た店舗の出店・改装（当中間期におき

ましては、平成20年６月にイオンおゆ

み野店を出店し、平成20年３月にTea 

for Two Records恵比寿店をリニュー

アルオープンし、８月には大船ルミネ

店を楽器複合店に改装する等）し、一

定の効果を上げ始めております。一方

で当中間会計期間におきまして５店舗

の不採算店を閉鎖しております。

　 中間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

な疑義の影響を中間財務諸表には反映

しておりません。

　当社は、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

会社から上記のような意向表明を受け

て、公正性、客観性、更には、関係者

間の透明性、衡平性を確保する見地か

ら株式会社整理回収機構による「ＲＣ

Ｃ企業再生スキーム」に基づく私的再

生手続を利用することが望ましいと判

断し、主要取引先金融機関とも協議を

進めた結果、同スキームに基づく「事

業再生計画(案）」を策定し、平成20

年２月28日に取引先金融機関にご参集

いただき第１回債権者説明会を開催い

たしました。同説明会にて、「事業再

生計画(案）」をご提示するとともに、

同スキームに則り、全ての金融債務

（長期借入金、短期借入金、シンジ

ケートローン、私募債を含む全借入

金）について、取引先金融機関にご検

討頂く期間、元本の返済猶予を依頼い

たしました。さらに「事業再生計画

(案）」の精査を行い、平成20年３月

27日に第２回債権者説明会を実施し、

正式な「事業再生計画」を提示し、取

引先金融機関に対し同スキームに対す

るご同意を頂くべく努力してまいりま

した。当社が策定した「事業再生計

画」は、当社の全ての取引先金融機関

が当社に対して保有されている債権を、

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または

同社が指定する第三者に対して一括売

却していただくことを主旨としており

ます。
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前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

　当社は今後の事業再生を確実なもの

とするため、前事業年度に策定した

「中期経営計画」を改定し、平成20年

度を始期とする「中期事業計画」を策

定いたしました。顧客視点に基づくマ

ルチブランド戦略に基づいた店舗の出

店・改装をする一方で、不採算店舗の

撤退を一層進めてまいります。さらに

株式会社ＴＳＵＴＡＹＡとの間におい

ては、店舗オペレーションの標準化な

ど同社の運営ノウハウを導入する他、

両社のスケールメリットを最大限に活

かすことを目的とした商物流のより緊

密な連携など、同社との様々な業務提

携を強化していく予定です。当社は、

平成20年４月30日をもって、全取引先

金融機関より「事業再生計画」に対す

る同意書を受領いたしました。これを

受け、当社に対する債権（長期借入金、

短期借入金、シンジケートローン、私

募債を含む当社全借入金）は大和証券

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が債権譲受会社

として指定したのぞみ債権回収株式会

社に一括譲渡されることとなり、当社

とのぞみ債権回収株式会社との間で金

銭準消費貸借契約書を平成20年６月下

旬を目処に締結する予定です。またこ

れに伴い、平成20年３月１日以降、債

権の一括譲渡が確定する日まで、取引

先金融機関が有する債権の元本返済は

猶予されております。債権の一括譲渡

契約の締結後は、債権の一部放棄や金

利の減免などの支援を得て、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。

　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

の影響を財務諸表には反映しておりま

せん。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１．資産の評価基準及び評価方

法

(1）有価証券

子会社株式

(1）有価証券

子会社株式

(1）有価証券

子会社株式

移動平均法による原価法 同左 同左

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券

時価のあるもの

　中間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。）

時価のあるもの

　     同左

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

時価のないもの

同左

(2）デリバティブ

時価法

（2）      ────── (2）デリバティブ

時価法

(3）たな卸資産

売価還元法による原価法

(3）たな卸資産

同左

(3）たな卸資産

   　　　　　　同左

２．固定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、以下のと

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

（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当

中間会計期間より、平成19年

４月１日以降に取得した有形

固定資産について、改正後の

法人税法に基づく減価償却の

方法に変更しております。こ

れによる損益への影響は軽微

であります。　

(1）有形固定資産

定率法

なお、主な耐用年数は、以下のと

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

（追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平

成19年３月31日以前に取得し

た有形固定資産については、

改正前の法人税法に基づく減

価償却の方法の適用により取

得価額の５％に到達した事業

年度の翌事業年度より、取得

価額の５％相当分と備忘価額

との差額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含め

て計上しております。

　これによる損益への影響は

軽微であります。

(1）有形固定資産

定率法

なお、主な耐用年数は、以下のと

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

（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当

事業年度より、平成19年４月

１日以降に取得した有形固定

資産について、改正後の法人

税法に基づく減価償却の方法

に変更しております。これに

よる損益への影響は軽微であ

ります。　
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項目
前中間会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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

定額法

同左

(2）無形固定資産

定額法

同左

(3）長期前払費用

均等償却法

(3）長期前払費用

同左

(3）長期前払費用

同左

３．繰延資産の処理方法

 

    　 　  ──────

 

(1）株式交付費

　支出時に全額費用として処理し

ております。

　 　      ──────

 

 ４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　中間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。

（2）      ──────

(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中

　　間会計期間の負担する額を計上

　　しております。

(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。

 

 （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事

　　業年度の負担する額を計上して

　　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）

　　　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。

(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）

　前々事業年度において、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。

　なお、当中間会計期間におい

て取崩しが完了し、引当金の残

高はありません。

(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。

　　（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。

(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

(4）返品調整引当金

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

(5）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業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、

当中間会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上して

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、各事業年

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事業年

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

同左

(5）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業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、各事業年

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事業年

度から費用処理することとしてお

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、内規に基づく中間期末要支

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

(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。

（7）      ────── (7）事業構造改善引当金

　事業構造の改善の実施に伴い、

今後発生が見込まれる店舗撤退等

による損失について合理的に見積

られる金額を計上しております。

(7）事業構造改善引当金

　事業構造の改善の実施に伴い、

今後発生が見込まれる店舗撤退等

による損失について合理的に見積

られる金額を計上しております。

（追加情報）

「事業再生計画」に基づいて事

業構造の改善を実施することに

なったため、これに伴って、今

後発生が見込まれる店舗撤退等

による損失について合理的に見

込まれる金額を当事業年度に計

上することといたしました。

　なお、事業構造改善引当金繰

入額409,239千円は特別損失に計

上しております。

５．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、中間決算

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。

同左 　外貨建金銭債権債務は、期末日の

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。
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項目
前中間会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

６．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。

同左 同左

７．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。

（1）      ────── (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。

(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）      ────── (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

(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）      ────── (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。

(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）      ────── (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。

８．その他中間財務諸表（財務

諸表）作成のための基本と

なる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

　なお、仮払消費税等及び仮受消

費税等は相殺のうえ流動負債の

「その他」に含めて表示しており

ます。

(1）消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

　なお、仮払消費税等及び仮受消

費税等は相殺のうえ流動資産の

「その他」に含めて表示しており

ます。

(1）消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

 （中間貸借対照表） 　──────

  「未払金」は、前中間会計期間まで流動負債の「その

他」に含めておりましたが、当中間会計期間において未払

金の金額が負債、純資産の合計額の100分の５を超えたた

め、区分掲記しております。

　なお、前中間会計期間における「未払金」の金額は

436,887千円であります。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成19年８月31日）

当中間会計期間末
（平成20年８月31日）

前事業年度末
（平成20年２月29日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

9,400,832千円 8,882,559千円 9,007,329千円

※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

　担保に供している資産は、次のとお

りであります。

　担保に供している資産は、次のとお

りであります。

　担保に供している資産は、次のとお

りであります。

建物 589,755千円

構築物 396

土地 2,032,991

敷金及び保証金 507,055

計 3,130,198千円

建物 556,862千円

構築物 363

土地 2,020,291

敷金及び保証金 414,780

計 2,992,297千円

建物 577,238千円

構築物 374

土地 2,020,291

敷金及び保証金 498,853

計 3,096,757千円

　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。

　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 4,342,300千円

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

長期借入金 13,068,106

（１年内返済予定長期借入金を含む）

計 13,068,106千円

短期借入金 5,510,316千円

長期借入金 8,993,958

（１年内返済予定長期借入金を含む）

計 14,504,275千円

※３　中間貸借対照表の有形固定資産のその他

に計上した機械及び装置（154,005千円）、

器具及び備品の一部（178,264千円）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　中間貸借対照表の有形固定資産のその他

に計上した機械及び装置（127,054千

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　貸借対照表に計上した機械及び装置

（139,238千円）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          ──────

 

 ※４  中間会計期間末日満期手形

中間会計期間末日満期手形の会計処理に

ついては、手形交換日をもって決裁処理

しております。なお、当中間会計期間の

末日は金融機関の休日であったため、以

下の中間会計期間末日満期手形が中間会

計期間末残高に含まれております。

支払手形　　　　　 　　74,008千円

 ※４          ──────
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 4,363千円

受取配当金 3,594

受取手数料 14,644

営業補償金受取額 7,575

損害補償金受取額 1,173

受取賃貸料 58,005

為替差益 4,104

デリバティブ評価益 167

受取利息 5,625千円

受取配当金 1,340

受取手数料 18,738

保険解約返戻金 52,688

受取賃貸料 31,782

違約金収入 21,219

受取利息 9,740千円

受取配当金 4,707

受取手数料 37,205

営業補償金受取額 9,125

損害補償金受取額 2,300

受取賃貸料 117,737

※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 236,667千円

社債利息 5,773

支払利息 197,879千円

社債利息 9,239

支払利息 478,798千円

社債利息 7,861 

※３　特別利益のうち主要なもの ※３　特別利益のうち主要なもの ※３　特別利益のうち主要なもの

投資有価証券売却益 7,200千円

役員退職慰労引当金戻
入益

2,354千円

債務免除益 3,100,000千円

役員退職慰労引当金戻
入益

175,113千円

投資有価証券売却益 55,813千円

※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損  

建物 3,273千円

構築物 100

器具及び備品 5,738

撤去費用 40,776

計 49,888千円

減損損失 10,020千円

特別退職関連費用 449,105千円

固定資産除却損  

建物 4,057千円

器具及び備品 7,301

撤去費用 30,019

計 41,377千円

   

事業構造改善費用 87,816千円

商品評価損 554,081千円

固定資産除却損  

建物 74,458千円

構築物 165

器具及び備品 29,280

撤去費用 103,788

計 207,692千円

減損損失 124,096千円

特別退職関連費用 470,841千円

貸倒引当金繰入額 308,479千円

事業構造改善引当金繰入

額
409,239千円

商品評価損 810,565千円
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前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

※５ 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

用途は遊休地であります。

地域 種類
減損損失

（千円）

中部・

東海地区
土地 　  10,020

計 　 　  10,020

※５ 減損損失

① 　　　　──────

※５ 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

用途は店舗及び遊休地に係るものであ

ります。

地域 種類
減損損失

（千円）

東北地区
建物、器具

及び備品等
　  3,049

関東地区
土地、建物、器

具及び備品等
　  93,346

中部・

東海地区
土地 　  10,700

近畿地区
建物、器具

及び備品等
　  2,718

中国・

四国地区

建物、器具

及び備品等
　  13,691

九州地区 建物 　     589

計 　 　 124,096

② 減損損失に至った経緯

　市場価格の著しい下落に伴うことに

よるものであります。

② 　　　　────── ② 減損損失に至った経緯

　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。

③ 減損損失の内訳 ③ 　　　　────── ③ 減損損失の内訳

土地 10,020千円

計 10,020千円

建物 69,497千円

構築物 88 

器具及び備品 23,249

土地 21,700

電話加入権 1,481

長期前払費用 3,699

リース資産 4,378

計 124,096千円

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 　　　　────── 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帳簿価額）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 　　　　────── 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帳簿価額）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。
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前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

６　減価償却実施額 ６　減価償却実施額 ６　減価償却実施額

有形固定資産 193,167千円

無形固定資産 25,911千円

有形固定資産 178,070千円

無形固定資産 25,495千円

有形固定資産 381,831千円

無形固定資産 51,708千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

  前中間会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日）

  自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末株
式数（千株）

普通株式　（注） 35 5 － 40

合計 35 5 － 40

　（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加５千株は、単元未満株式の買取りによる増加です。

当中間会計期間　（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31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

前事業年度末株式数
（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末株
式数（千株）

発行済株式

　　普通株式 31,053 18,750 16,085 33,717

        合計 31,053 18,750 16,085 33,717

自己株式

　　普通株式　（注） 42 1,118 1,139 22

　　　　合計 42 1,118 1,139 22

(注)　１．発行済株式の普通株式の株式数の増加18,750千株は、平成20年８月４日に実施した第三者割当増資によるもの

であります。

　　　２．発行済株式の普通株式の株式数の減少16,085千株は、平成20年６月２日に実施した自己株式の消却による減少

1,117千株及び平成20年８月１日の株式併合による減少14,967千株によるものであります。

　　　３．普通株式の自己株式数の増加1,118千株は、自己株式の無償取得による増加1,117千株と単元未満株式の買取り

による増加１千株によるものであります。

　　　４．普通株式の自己株式数の減少1,139千株は、自己株式の消却による減少1,117千株と株式併合による減少22千株

によるものであります。

　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） 
当中間会計
期間末残高
（百万円）

前事業年度
末

当中間会計
期間増加

当中間会計
期間減少

当中間会計
期間末

提出会社 平成18年新株予約権(注１） 普通株式 20,430 － 20,430 － －

提出会社 第１回無担保転換社債型新株

予約権付社債
普通株式 － 5,050 － 5,050 1,000

合計 － 20,430 5,050 20,430 5,050 1,000

(注)　１．業務及び資本提携の一環として株式会社TSUTAYAに対し付与致しました「平成18年新株予約権」は、当社の事業

再生計画に基づき、平成20年6月19日付で同社から無償取得し、同日付で消却を実施致しました。

２．目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しております。
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　３．配当に関する事項

 　　 該当事項はありません。

  前事業年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

  自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（千株）

当事業年度増加株式
数（千株）

当事業年度減少株式
数（千株）

当事業年度末株式数
（千株）

普通株式　（注） 35 6 － 42

合計 35 6 － 42

　（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加６千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係

（平成20年８月31日現在）

現金及び預金勘定 2,347,008千円

預入期間が３か月を超え
る定期預金

△750,000千円

現金及び現金同等物 1,597,008千円

（リース取引関係）

   リース取引に関する注記事項については、中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示

を省略しております。
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（有価証券関係）

前中間会計期間末及び前事業年度末については、中間連結財務諸表及び連結財務諸表を作成しているため、記載して

おりません。

　なお、前中間会計期間末及び前事業年度末のいずれにおいても、子会社株式で時価のあるものはありません。

（当中間会計期間末）

１．子会社株式で時価のあるもの

該当事項はありません。

２．その他有価証券で時価のあるもの

当中間会計期間末（平成20年８月31日現在）

取得原価（千円）
中間貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

株式 50,682 53,403 2,721

（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、中間会計期間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る額について減損処理を行うものとしております。

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間貸借対照表計上額

前中間会計期間末（平成20年８月31日現在）

 中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 9,400

（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、中間会計期間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る額について減損処理を行うものとしております。

（デリバティブ取引関係）

該当事項はありません。

（ストック・オプション等）

該当事項はありません。

（企業結合等）

  該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１株当たり純資産額 114円59銭

１株当たり中間純損失金額  40円21銭

１株当たり純資産額 113円17銭

１株当たり中間純利益金額  93円80銭

１株当たり純資産額  19円95銭

１株当たり当期純損失金額 132円92銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、１株当たり

中間純損失であり、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。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、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。

　当社は、平成20年８月１日付で株式

２株につき１株の株式併合を行ってお

ります。なお、当該株式併合が前期首

に行われたと仮定した場合の１株当た

り情報については、それぞれ以下のと

おりとなります。

前中間会計期間 前事業年度

１株当たり

純資産額

１株当たり

純資産額

229.19円　 39.90円　

１株当たり中間

純損失金額

１株当たり当期

純損失金額

80.41円　 265.83円　

　なお、潜在株

式調整後１株当

たり中間純利益

金額については、

１株当たり中間

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。

　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。

　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

を有する潜在株式がないため記載して

おりません。
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　（注）１株当たり中間純利益金額又は１株当たり中間（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。

前中間会計期間
(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前事業年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

中間純利益又は中間（当期）純損失

（△）（千円）
△1,246,930 1,696,132 △4,122,084

普通株主に帰属しない金額（千円） － －　 －　

普通株式に係る中間純利益又は普通株

式に係る中間（当期）純損失（千円）
△1,246,930 1,696,132 △4,122,084

期中平均株式数（千株） 31,014 18,081 31,012

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）

第１回転換社債型新株

予約権付社債（額面総

額1,000百万円、新株予

約権の数10個）

　新株予約権１種類

（新株予約権の数

　20,430個）
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

該当事項はありません。 同左  １.「ＲＣＣ企業再生スキーム」に基

づく「事業再生計画」に対する同

意

 当社は、「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３月27日に開催

された第２回債権者説明会におい

て取引先金融機関に提示させてい

ただき、平成20年４月30日までに

全ての取引先金融機関から「事業

再生計画」に対する同意書を受領

しました。

 ２.当社は、平成20年５月８日開催の

取締役会において第三者割当によ

り新株式及び転換社債型新株予約

権付社債を有利発行し、その募集

事項の決定を取締役会に委任する

ことを付議し、平成20年５月29日

開催の定時株主総会にて決議され

ております。

 (1) 第三者割当による新株式発行に

関する決議内容

 　　①　募集株式の種類

 　　　　普通株式

 　　②　募集株式数の上限

 　　　　20,000,000株

 　　③　払込金額の下限

 　　　　１株につき80円

 　　④　払込期日

 　　　　払込期日は株式併合の効力

発生日後を予定しているが、

詳細は取締役会にて決定す

る。

 　　⑤　募集事項の決定の委任

 　　　　上記に定めるものの他、新

         株式の募集事項及び割当に

         関する細目事項について 

         は、取締役会の決議により

         決定する。
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前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

 (2) 第三者割当による転換社債型新

株予約権付社債の発行に関する決

議内容

     ①　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　発行総額の上限

 　　　　金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　社債券の不発行

 　　　　本新株予約権付社債につい

ては、新株予約権付社債券

は発行しない。

 　　⑦　払込期日

 　　　　別途取締役会で決定する日

 ３．当社は、創業者一族３名他１社

の保有する当社普通株式を平成20

年５月８日付で無償譲渡契約を締

結し、同日の取締役会にて、会社

法第178条の規定に基づき平成20年

６月２日に消却することを決議い

たしました。

 (1)　自己株式の無償取得

 　　①　取得する株式の種類

 　　　　普通株式

 　　②　取得日

 　　　　平成20年６月２日

 　　③　取得する株式の数

 　　　　1,117,320株

 (2)　自己株式の消却

 　　①　消却する株式の種類

 　　　　普通株式

 　　②　消却する株式の数

 　　　　1,117,320株

 　　③　消却の予定日

 　　　　平成20年６月２日

 ４．当社は平成20年５月29日開催の

定時株主総会において、株式併合

に関する議案を決議いたしました。
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前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

 (1)　株式併合の目的

 　　「重要な後発事象」１.に記載の

とおり、取引先金融機関に多大な

負担となる債権売却の同意を頂い

ており、「重要な後発事象」３．

記載のとおり支配株主には株式の

無償譲渡及び消却の実施を行うこ

とを鑑み、一般の株主様につきま

しても、株式併合を行うと同時に

第三者割当増資を行うことにより、

持分比率の低下による株式の希釈

化を図ることを目的としておりま

す。

 (2) 株式併合の割合

 　　２株を１株に併合

 (3) 株式併合の効力発生日

     平成20年８月１日

       当該株式併合が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前事業年

度における１株当たり情報及び

当期首に行われたと仮定した場

合の当事業年度における１株当

たり情報は、それぞれ以下のと

おりとなります。

　前事業年度 当事業年度

１株当たり

純資産額

１株当たり

純資産額

307.06円　 39.90円　

１株当たり当

期純損失金額

１株当たり当

期純損失金額

199.89円　 265.83円　

　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。

同左

６．その他
 該当事項はありません。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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