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1.  平成22年2月期第2四半期の業績（平成21年3月1日～平成21年8月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年2月期第2四半期 17,383 ― △1,148 ― △1,260 ― △1,314 ―
21年2月期第2四半期 21,129 △13.3 △735 ― △836 ― 1,696 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年2月期第2四半期 △39.02 ―
21年2月期第2四半期 93.80 ―

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

22年2月期第2四半期 19,672 642 3.3 19.07
21年2月期 21,688 1,952 9.0 57.96

（参考） 自己資本   22年2月期第2四半期  642百万円 21年2月期  1,952百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年2月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年2月期 ― 0.00
22年2月期 

（予想）
― 0.00 0.00

3.  平成22年2月期の業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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 36,850 △9.4 △1,280 ― △1,490 ― △1,720 ― △51.00
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(2) 四半期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（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項
等の変更に記載されるもの） 

(注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期第2四半期 33,717,840株 21年2月期  33,717,840株
② 期末自己株式数 22年2月期第2四半期  24,491株 21年2月期  24,191株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年2月期第2四半期 33,693,416株 21年2月期第2四半期 18,081,661株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成21年４月23日に公表いたしました業績予想を修正しております。なお、当該予想数値の修正に関する事項は、平成21年10月７日付「特別利益 
  及び特別損失の発生並びに業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
２．上記の予想は、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。 
３．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基 
  準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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当第２四半期累計期間（平成21年３月１日～８月31日）におけるわが国経済は、世界的な景気後退に伴い、不安

定な状況が続いており、雇用情勢の悪化や消費者の生活防衛意識の高まりから個人消費も低迷するなど、先行き不透

明な厳しい状況で推移しました。 

このような状況のもと当社は、昨年度策定された再生のための「中期事業計画」の２年度にあたる当年度を、経

営の行方を左右する、正に要の年度と捉え、５つの「やりきる」項目を掲げ、店頭が輝くための基本項目（ＣＳ）の

徹底や、強いチームを作るための社内コミュニケーションの強化等、店頭販売力の向上に努めてまいりました。 

また、当年度は創業60周年にあたることから、周年事業として各種イベント、店頭プロモーションや「お客様感

謝ＤＡＹ」を実施し、積極的な需要喚起策による店頭集客の最大化と売上の回復を図りました。新規店舗として３月

に「リーフウォーク稲沢店」、４月に「ラザウォーク甲斐双葉店」の２店舗を出店、既存店９店舗の改装を実施する

など、店頭売上高の確保に努めました。平成21年８月31日現在の店舗数は210店舗（前中間期末比11店舗減少）であ

ります。 

利益面では、「利益構造の変革」を目指し、仕入先と委託契約による商品導入を活発化するなど「仕組みの変

革」を進めるとともに、役員報酬および従業員の給与の減額による人件費の低減や賃料低減交渉強化による物件費の

抑制、社内プロジェクトによる費目ごとのその他経費の見直し等、更なる諸経費の圧縮を図るなど、業績の回復に努

めてまいりました。 

 これら施策は、当社の売上前年比が当第２四半期累計期間中、業界の平均前年比を常時上回るなど一定の成果を上

げることが出来ましたが、当社主力の音楽ソフトパッケージ市場の縮小による業界全体の環境悪化の影響を挽回する

にはいたりませんでした。 

事業別の状況は、音楽事業は音楽・映像ソフトの生産実績が低迷した影響により厳しい環境で推移しておりま

す。当社はモバイル会員の獲得活動を強力に推し進め、店頭への来店促進による売上の確保に努めました。音楽事業

の売上は、３月は音楽・映像ソフトの強力新譜商品の影響等により好調に推移しましたが、４月以降の極端な新譜作

品不足により低迷、厳しい環境のまま推移しました。楽器部門は、主力であるロックイン店舗での接客応対販売の再

強化と楽器複合店の運営強化に注力しましたが、高額商品の売上不振もあり、音楽事業の当第２四半期累計期間の売

上高は167億39百万円となりました。 

書籍事業の売上高は６億34百万円で、不動産賃貸によるその他の売上高は９百万円となりました。 

以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は、店舗数の減少もあり、173億83百万円となりました。営業損益に

つきましては、売上高の減少とそれに伴う仕入リベートの減少、セール実施に伴う値引額の増加等により売上総利益

額が低下、人件費の削減目標未達もあり、営業損失11億48百万円、経常損失は12億60百万円となりました。 

 四半期純損失は13億14百万円となりました。 

  

  当第２四半期会計期間末における総資産は196億72百万円となり、前事業年度末と比較して20億16百万円減少いた

しました。流動資産の合計は、前事業年度末と比較して15億56百万円減少し108億91百万円となりました。これは主

に現金及び預金、たな卸資産の減少によるものです。固定資産の合計は、前事業年度末と比較して４億60百万円減少

し87億80百万円となりました。負債総額は、前事業年度末と比較して７億５百万円減少し190億29百万円となりまし

た。これは主に借入金及び未払費用の減少によるものです。純資産は、前事業年度末と比較して13億10百万円減少し

６億42百万円となりました。この結果、自己資本比率は3.3％となりました。 

  

(キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期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、前事業年度末と比較して８億

43百万円減少し、３億17百万円となりました。当第２四半期累計期間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。 

 当第２四半期累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は13億14百万円の減少となりました。これ

は、主にたな卸資産の減少額が４億２百万円あったものの、税引前四半期純損失12億54百万円を計上したこと及び仕

入債務の減少額が２億32百万円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」は５億16百万円の増加となりました。これは主に店舗の改装等に伴う固定

資産の取得による支出２億23百万円、敷金及び保証金の差入による支出67百万円があった一方で、退店等に伴う敷金

及び保証金の回収による収入が８億円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」は44百万円の減少となりました。これは主に長期借入金の返済による支出

３億24百万円があった一方で、短期借入れによる収入２億90百万円があったことによるものであります。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報
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   通期業績予想につきましては、平成21年10月７日に公表した業績予想から修正は行っておりません。 

  

１．簡便な会計処理 

① 固定資産の減価償却費の算定方法 

  定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ

ております。  

② 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  当第２四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるた

め、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

  

２．四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

  税金費用の計算 

   税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用

  後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただ

  し、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、前事業年度

  の年税額を基礎として算定しております。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

  

① 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関す

 る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規

 則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  なお、第１四半期会計期間（平成21年３月１日から平成21年５月31日まで）から、「財務諸表等の用語、様

 式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第６条

 第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

② リース取引に関する会計基準の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平

成20年４月１日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用することができることになったことに伴

い、第１四半期会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっておりま

す。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期

間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、リース取引開始日が適用初年度開

始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理を採用しております。これによる損益に与える影響はありません。 

③ 不動産賃貸に係る収益及び費用の会計処理の変更 

 従来、不動産賃貸に係る収益及び費用は営業外収益及び営業外費用に計上しておりましたが、自社店舗のテ

ナントへの賃貸が発生していること及び今後も賃貸料の増加が見込まれることから、経営成績をより適正に表

示するため、第１四半期会計期間より売上高及び売上原価に計上する方法に変更いたしました。 

 この結果、当第２四半期累計期間における売上高9,146千円、売上原価は3,829千円、売上総利益は5,317千

円増加し、営業損失は5,317千円減少しております。経常損失及び税引前四半期純損失に対する影響はありま

せん。 

  

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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
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 当社は４期連続して当期純損失（前事業年度は159百万円）を計上しておりますが、当第２四半期累計期間にお

きましても、売上高が計画を大きく下回ったことなどから、四半期純損失1,314百万円計上したことにより、継

続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。  

このような状況を解消し、または改善すべく「中期事業計画」に基づき「売上高の維持・確保」、「在庫回

転率の向上」、「収益力の強化」に取り組んでおります。 

当社は収益構造の転換を図るとともに、マルチブランド戦略に基づき楽器店・複合店の強化を推進するた

め、第３四半期以降におきまして「ロックイン渋谷店」の出店をはじめ、音楽映像ソフトと楽器の複合で展開す

る「ららぽーと新三郷店」及び「ロックインミュージックららぽーと新三郷店」、「柏ステーションモール

店」、「玉川髙島屋S・C店」と出店してまいります。その一方で、収益力の低下した小型店を中心に、当期末ま

でに18店舗閉鎖して収益力を向上させてまいります。当社は今後もこのようなスクラップ・アンド・ビルドを推

進することにより、１店舗１店舗の収益力を向上させると同時に、経費削減を推進し、財務体質の強化に努めて

まいります。 

  

（３）継続企業の前提に関する重要事象等
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,067,923 1,911,786

受取手形及び売掛金 1,508,519 1,561,747

商品及び製品 7,962,853 8,365,440

その他 371,252 631,371

貸倒引当金 △18,716 △22,462

流動資産合計 10,891,831 12,447,882

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,744,930 1,780,978

構築物（純額） 2,568 2,812

工具、器具及び備品（純額） 343,146 317,731

土地 2,450,867 2,458,358

建設仮勘定 11,591 －

有形固定資産合計 4,553,103 4,559,881

無形固定資産 172,295 183,334

投資その他の資産   

敷金及び保証金 4,006,060 4,459,967

その他 359,353 383,373

貸倒引当金 △310,518 △345,878

投資その他の資産合計 4,054,895 4,497,462

固定資産合計 8,780,295 9,240,678

資産合計 19,672,126 21,688,561

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,732,308 2,964,392

短期借入金 280,000 －

1年内返済予定の長期借入金 400,000 400,000

未払法人税等 85,963 145,000

引当金 113,478 114,414

その他 537,966 858,347

流動負債合計 4,149,716 4,482,154

固定負債   

社債 1,000,000 1,000,000

長期借入金 11,968,502 12,293,434

退職給付引当金 1,487,073 1,506,651

その他の引当金 22,429 16,975

その他 401,909 436,391

固定負債合計 14,879,916 15,253,452

負債合計 19,029,632 19,735,606
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,504,548 4,504,548

資本剰余金 738,756 3,997,528

利益剰余金 △1,305,207 △3,258,771

自己株式 △9,467 △9,448

株主資本合計 3,928,628 5,233,856

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,616 △2,693

土地再評価差額金 △3,287,750 △3,278,207

評価・換算差額等合計 △3,286,134 △3,280,901

純資産合計 642,494 1,952,954

負債純資産合計 19,672,126 21,688,561
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 17,383,191

売上原価 12,478,302

売上総利益 4,904,889

販売費及び一般管理費 6,053,113

営業損失（△） △1,148,223

営業外収益  

受取利息 3,674

受取配当金 392

受取手数料 24,046

その他 14,455

営業外収益合計 42,568

営業外費用  

支払利息 136,767

その他 17,765

営業外費用合計 154,533

経常損失（△） △1,260,188

特別利益  

固定資産売却益 1,578

移転補償金 17,622

貸倒引当金戻入額 39,105

その他 5,504

特別利益合計 63,810

特別損失  

固定資産除却損 13,437

たな卸資産処分損 40,880

その他 3,579

特別損失合計 57,897

税引前四半期純損失（△） △1,254,275

法人税等 60,475

四半期純損失（△） △1,314,750
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △1,254,275

減価償却費 166,205

貸倒引当金の増減額（△は減少） △39,105

退職給付引当金の増減額（△は減少） △19,577

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,454

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △936

受取利息 △3,674

受取配当金 △392

支払利息 136,767

固定資産除却損 13,437

売上債権の増減額（△は増加） 53,228

たな卸資産の増減額（△は増加） 402,586

仕入債務の増減額（△は減少） △232,083

未払又は未収消費税等の増減額 69,704

その他 △330,667

小計 △1,033,326

利息及び配当金の受取額 4,159

利息の支払額 △150,321

確定拠出年金移換金支払額 △26,836

法人税等の支払額 △108,643

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,314,968

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △223,699

有形固定資産の売却による収入 7,491

投資有価証券の取得による支出 △697

敷金及び保証金の差入による支出 △67,761

敷金及び保証金の回収による収入 800,692

貸付けによる支出 △3,030

貸付金の回収による収入 3,921

投資活動によるキャッシュ・フロー 516,917

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 290,000

短期借入金の返済による支出 △10,000

長期借入金の返済による支出 △324,932

自己株式の取得による支出 △19

財務活動によるキャッシュ・フロー △44,951

現金及び現金同等物に係る換算差額 △859

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △843,862

現金及び現金同等物の期首残高 1,161,786

現金及び現金同等物の四半期末残高 317,923
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 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

  

    当社は４期連続して当期純損失（前事業年度は159百万円）を計上しておりますが、当第２四半期累計期間に 

おきましても、売上高が計画を大きく下回ったことなどから、四半期純損失1,314百万円計上したことにより、 

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

  このような状況を解消するため、 「中期事業計画」に基づき「売上高の維持・確保」、「在庫回転率の向

上」、「収益力の強化」に取り組み、当第２四半期会計期間につきましては、次のとおり実施してまいりまし

た。  

「売上高の維持・確保」につきましては、お客さま感謝ＤＡＹの開催、ＣＤ、ＤＶＤ等の各種セールを実施

するなど需要喚起策を積極的に実施するとともに、水戸店、一宮店等をリニューアルいたしました。また、ネッ

ト通販等の競合との差別化を図るため、ＣＳ教育を徹底してお客さまの満足度を高めるよう接客レベルアップに

努めてまいりました。しかしながら、予想以上に音楽・映像ソフトの生産実績が低迷した影響により売上が低迷

いたしました。 

「在庫回転率の向上」につきましては、新譜の発注をコントロールすることにより、旧譜商品の売れ筋在庫

の品切れ防止を目指しておりましたが、新譜の売れ行き動向の振幅が激しいためコントロールが追いつかず、売

れ筋在庫の品切れを招きました。今後は新譜の消化率を高め、売れ筋在庫の品切れ防止に努めてまいります。 

 「収益力の強化」につきましては、難波店の売り場面積を縮小し、その縮小部分にロックイン難波店を移設す

るなど、店舗の坪効率の向上及び物件費削減に注力してまいりました。第３四半期以降につきましても店舗面積

を縮小するなどの施策により、店舗の坪効率向上に努めてまいります。その他経費は、粗利額の減少を補うに至

らず、当初計画していた経費削減が困難となりましたが、引き続き経費圧縮に努めてまいります。 

当社は収益構造の転換を図るとともに、マルチブランド戦略に基づき楽器店・複合店の強化を推進するた

め、第３四半期に「ロックイン渋谷店」の出店をはじめ、音楽映像ソフトと楽器の複合で展開する「ららぽーと

新三郷店」及び「ロックインミュージックららぽーと新三郷店」、「柏ステーションモール店」、「玉川髙島屋

S・C店」と出店してまいります。その一方で、収益力の低下した小型店を中心に、当期末までに18店舗閉鎖して

収益力を向上させてまいります。  

売上高の確保につきましては、今後の消費動向や音楽映像ソフトメーカーの生産実績の増減、強力新譜の有

無の影響が大きく左右することから計画通りに確保できない不確実性があり、現時点では継続企業の前提に関す

る重要な不確実性が認められます。  

なお、四半期財務諸表は、継続企業を前提として作成しており、上記のような重要な不確実性の影響を四半

期財務諸表に反映しておりません。   

  

該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間損益計算書 

  

  
前中間会計期間 

（自 平成20年３月１日 
至 平成20年８月31日） 

区分 金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        21,129,535  100.0

Ⅱ 売上原価        14,810,790  70.1

売上総利益        6,318,744  29.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費        7,054,125  33.4

営業損失        735,380  △3.5

Ⅳ 営業外収益        137,720  0.7

Ⅴ 営業外費用        238,799  1.1

経常損失        836,459  △3.9

Ⅵ 特別利益        3,275,563  15.5

Ⅶ 特別損失        686,547  3.3

税引前中間純利益        1,752,556  8.3

法人税、住民税及び事業税  56,423            

法人税等調整額  －  56,423  0.3

中間純利益        1,696,132  8.0
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（２）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間 

（自 平成20年３月１日 
至 平成20年８月31日） 

区分 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

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

    

㈱新星堂(7415)平成22年2月期第2四半期決算短信（非連結）

- 12 -



 該当事項はありません。  

  

６．その他の情報

㈱新星堂(7415)平成22年2月期第2四半期決算短信（非連結）

- 13 -




