
平成22年2月期 決算短信（非連結） 
平成22年4月22日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 新星堂 上場取引所 JQ 
コード番号 7415 URL http://www.shinseido.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 砂田 浩孝
問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理本部長 （氏名） 荒川 公男 TEL 03-3393-5151
定時株主総会開催予定日 平成22年5月27日 有価証券報告書提出予定日 平成22年5月28日
配当支払開始予定日 ―

1.  22年2月期の業績（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年2月期 35,269 △13.3 △1,777 ― △1,996 ― △3,226 ―
21年2月期 40,693 △14.7 △1,631 ― △1,822 ― △159 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年2月期 △95.78 ― △952.1 △10.3 △5.0
21年2月期 △6.18 ― △12.4 △7.7 △4.0

（参考） 持分法投資損益 22年2月期  ―百万円 21年2月期  ―百万円

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 17,140 △1,275 △7.4 △37.84
21年2月期 21,688 1,952 9.0 57.96

（参考） 自己資本   22年2月期  △1,275百万円 21年2月期  1,952百万円

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

22年2月期 △878 1,065 △480 866
21年2月期 △1,572 1,065 369 1,161

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計） 配当性向

純資産配当
率第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 百万円 ％ ％

21年2月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年2月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年2月期 

（予想）
― ― ― 0.00 0.00 ―

3.  23年2月期の業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
累計期間

15,503 △10.8 △294 ― △377 ― △1,150 ― △34.15

通期 31,267 △11.3 205 ― 35 ― △795 ― △23.61
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

(注）詳細は、24ページ「会計処理方法の変更」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

(注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、35ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 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  24,991株 21年2月期  24,191株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想については、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、実際の業績は今後の様々な要因により、予想数値と
異なる場合があります。 
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(1）経営成績に関する分析 

  （当期の経営成績） 

当事業年度におけるわが国経済は、輸出や政府の経済対策効果により一部持ち直しの動きが見られたものの、国

内需要の自律的回復力は脆弱であり、引き続き厳しい状況で推移しました。 

流通業界においても、耐久消費財に若干の回復が見られましたが、雇用や所得環境は改善されず消費マインドは

低下したまま、依然として低調に推移しております。 

このような環境の下、当社は前事業年度に策定した再生のための「中期事業計画」を達成するため、当事業年度

におきましては、「店頭が も輝くための基本項目をやりぬく」、「強いチームを作るためのコミュニケーションを

やりきる」、「仕事のやり方を変えコストの圧倒的削減をやりきる」などの５つの「やりきる」を基本方針と定め業

績の回復に注力してまいりました。 

具体的施策としては、「売上高の維持・確保」、「在庫回転率の向上」、「収益力の強化」を掲げ全社員一丸と

なって取り組んでまいりました。 

「売上高の維持・確保」につきましては、当事業年度が創業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」の実施ならびにモバイル会員の獲得活動を強力に推し進めるなど

積極的な需要喚起策による店頭集客の 大化を図ってまいりました。また、新設店舗として、「リーフウォーク稲沢

店」をはじめ８店舗を出店し、14店舗を改装し、収益改善が見込めない19店舗を閉鎖するなど店舗網の整備を図りま

した。 

「在庫回転率の向上」につきましては、新譜発注コントロールの精度向上とカタログ商品の売れ筋商品の品切れ

防止のため、本部にて新譜の発注全般をコントロールし、品揃えの充実を図ってまいりました。 

「収益力の強化」につきましては、役員報酬および従業員の給与の減額および店舗作業の効率化によるアルバイ

トや残業時間の削減など人件費の低減やテナント賃料の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

品目ごとの経費の見直し等諸経費の圧縮に努めてまいりました。 

これらの施策により、売上高はほぼ年度を通じて業界の平均前年同期比を上回り、店舗によっては目標数値をク

リアするなど一定の成果を挙げることができましたが、主力の音楽ソフト業界の長期低落傾向に歯止めがかからず、

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。 

以上の結果、当事業年度の売上高は352億69百万円(前年度比86.7％)、営業損益につきましては、販売費及び一般

管理費の削減に努めましたが、売上高の減少および各種セールの実施に伴う値引き額の増加により売上総利益額が減

少、営業損失17億77百万円(前年度は16億31百万円の営業損失)、経常損失は19億96百万円(前年度は18億22百万円の

経常損失)となりました。 

当期純損益は、たな卸資産処分損62百万円、収益悪化による自社保有不動産の減損損失９億23百万円、店舗の減

損損失１億64百万円、退店および改装による固定資産除却損85百万円等合計12億55百万円の特別損失が発生したため

32億26百万円の当期純損失(前年度は１億59百万円の当期純損失)となりました。 

  

なお、事業部門別の業績は、次のとおりであります。 

  

（音楽事業）  

音楽ソフトにつきましては、顧客に支持される店頭を目指し、本部ＭＤシステムを活用した売上上位商品の確保

と魅力ある旧譜カタログ商品の品揃え、商品提案の強化、高いレベルでのＣＳのインフラ構築などに注力しました。 

また、モバイル会員への新譜予約活動を活発化させ、ジャニーズ系商品など顧客占有率の高いジャンルでの売上

の 大化に努めました。60周年事業としては、オリジナル企画商品の制作、コンサートイベントへの招待セール、

「お客様感謝ＤＡＹ」などを行い、店頭の活性化と顧客作りを促進しました。これら施策により売上高は、業界平均

の売上前年比を上回るなど一定の成果は挙げましたが、市場の縮小傾向は当初見込み以上に厳しく、音楽ソフトの売

上高は、177億15百万円(前年度比83.9％)にとどまりました。 

映像ソフトにつきましては、音楽ＤＶＤの販売強化に注力、音楽ソフト同様に顧客占有率の高いジャンルでのヒ

ット作品の予約促進により売上の 大化を図ると共に、映画ＤＶＤのカタログキャンペーン「ＤＶＤ３つで3000円」

を実施、映画ジャンルの需要喚起と複数購入による売上高の確保に努めました。また話題の洋画作品の劇場公開と連

動した関連作品の提案販売に注力するなど専門店としての良質な商品提案による店頭販売の拡大を図りましたが、映

像ソフトの主力であるＤＶＤの縮小傾向を上回る成果を挙げるには至らず、映像ソフトの売上高は、94億82百万円

(前年度比88.3％)となりました。 

当事業年度の音楽・映像ソフトの新規出店は６店舗、退店は17店舗、改装は10店舗実施し、年度末店舗数は177店

舗となりました。 

１．経営成績
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音楽用品楽器関係につきましては、９月に、ファミリー、キッズなどの入門者から中上級者向けまでの幅広い顧

客に対応した新ブランド店舗「ロックインミュージック」１号店を埼玉県三郷市に出店、11月には「ロックイン」ブ

ランドの大型店舗を渋谷区にテナント出店、また期中に楽器複合店３店舗の新規出店や楽器複合店化への改装を２店

舗実施するなど、楽器部門の売上拡大に努めました。また楽器複合店の店舗運営体制の見直しと接客応対力強化に努

めました。これら施策により、楽器複合店で電子ピアノの売上高が前年度実績を上回るなどの効果が見られました

が、全体では高額商品の売上低迷や新規出店店舗の認知の遅れなどにより、音楽用品楽器関係全体の売上高は、53億

94百万円(前年度比87.8％)にとどまりました。 

通販につきましては、モバイル会員獲得増によるモバイル利用率が大幅に拡大したことや、ジャニーズ系商品や

Ｋ－ＰＯＰ商品など特定商品への顧客の集中化に成功したことなどにより、売上高は、12億43百万円(前年度比

120.6％)となりました。 

卸売につきましては、楽器卸は高額輸入商品の販売が大きく落ち込み売上は減少、音楽・映像ソフトの卸売も規

模を縮小しているため、卸売合計の売上高は１億60百万円(前年度比77.9％)となりました。 

以上により、音楽事業全体の当事業年度における売上高は、339億96百万円(前年度比86.6％)となりました。 

  

（書籍事業等） 

書籍につきましては、話題作品の予約活動を活発に行い、商品確保に努めると同時に、店舗独自の売れ筋作品を

つくることを目指し、担当者の手書ＰＯＰを多用した提案コーナーによる推薦作品の拡売に注力しました。また60周

年事業の一環として出版社とのタイアップによる「当社スタッフが選ぶ文庫60冊」企画を実施するなど、店頭販売の

魅力付けと売上確保にも努めました。しかしながらこれら施策も書籍市場の不振を上回る成果を挙げるには至らず、

前年度の退店店舗の影響もあり、当事業年度の書籍事業の売上高は、12億52百万円(前年度比86.1％)にとどまりまし

た。 

当年度の書籍店舗の出退店はなく、年度末店舗数は４店舗であります。 

なお、当事業年度より売上高に計上している不動産賃貸による売上高は、19百万円になりました。 

  

（次期の見通し） 

経営環境が一段と厳しさを増すなか、当社は企業再生を確実にするために、「中期事業計画」を着実に遂行して

企業価値及び株主価値の向上に努めてまいります。次期の見通しにつきましては、売上高は長期化する個人消費の低

迷や当社主力の音楽映像ソフトのパッケージ市場は縮小傾向が続くことが予想されることから慎重に見極め検討した

結果、312億67百万円を見込んでおります。販売費及び一般管理費の削減として、希望退職者の募集及び従業員の給

料減額の継続によって人件費を抑制し、減坪等による賃料の低減をはじめとした物件比率の適正化を目指し、その他

経費は物流センターの移転による運賃荷造費等の大幅な削減等により圧縮することにより、営業利益は２億５百万

円、経常利益は35百万円、当期純損失は７億95百万円を見込んでおります。 
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(2）財政状態に関する分析 

① 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  

  

（流動資産） 

当事業年度末における流動資産の残高は102億37百万円であり、前事業年度末に比べ22億10百万円減少いたしまし

た。減少の主な要因は、退店に伴い在庫処分セールを実施したことにより商品が13億15百万円減少したこと、退店等

によりデベロッパーに対する売掛金３億19百万円が減少したこと、未収入金２億76百万円の減少等によるものです。

  

（固定資産） 

当事業年度末における固定資産の残高は69億３百万円であり、前事業年度末に比べ、23億37百万円減少いたしま

した。減少の主な要因は、自社保有ビル及び店舗について減損損失10億87百万円計上したこと、資産リストラを実施

したことに伴う土地の売却及び店舗撤退等に伴う固定資産の減少に加え、退店や減坪に伴う保証金及び敷金の純減額

が９億41百万円あったことによるものであります。 

  

（流動負債） 

当事業年度末における流動負債の残高は38億44百万円であり、前事業年度末に比べ６億37百万円減少いたしまし

た。減少の主な要因は、前事業年度末時点に計上されていた事業構造改善引当金１億14百万円を取り崩したこと及び

適正在庫とするための仕入コントロールによって買掛金が３億25百万円減少したこと等によるものであります。 

  

（固定負債） 

当事業年度末における固定負債の残高は145億71百万円であり、前事業年度末に比べ６億81百万円減少いたしまし

た。減少の主な要因は、長期借入金が５億80百万円減少したこと及び長期未払金が１億円減少したこと等によるもの

であります。 

  

（純資産） 

当事業年度末における純資産は、12億75百万円の債務超過となり、前事業年度末の純資産の部に比べ32億28百万

円減少いたしました。減少の主な要因は、当期純損失を32億26百万円を計上したことによるものであります。 

② キャッシュ・フローの状況 

  当事業年度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２億94百万円減少

し、当事業年度末には８億66百万円（前事業年度比25.4％減）となりました。   

  当事業年度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） 

営業活動における資金の減少は８億78百万円となりました。これは主にたな卸資産の減少額13億15百万円等があ

ったものの、税引前当期純損失31億51百万円及び減損損失10億87百万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） 

投資活動における資金の増加は10億65百万円となりました。これは主に新店改装に伴う固定資産の取得による支

出３億98百万円等があったものの、店舗の撤退に伴う敷金及び保証金の返還による収入が14億43百万円等あったこと

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） 

財務活動における資金の減少は４億80百万円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出４億80百万

円等があったことによるものであります。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

    当社は、利益配分につきましては、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。しかしながら、当社の現

状を鑑みまして、当期及び次期の配当につきましても無配とさせていただきます。今後につきましては、営業利

益及び経常利益の計上に向けて注力し、株主様のご期待に沿うべく全力を傾けて行く所存であります。 
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(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 大限の注力を

して参る所存であります。 

 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、当該事項は当事業年度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 

  当社の財務状況が完全に正常化するまでには相応の時間を要するため、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 

  当社グループは、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、ヒット作品の有無、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・雑誌については、「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適当であると考える。」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進行戦略」（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 

   当社は新譜予約やカタログ商品のお取り寄せ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出店している店舗が多くあり、当事業年度末現在の敷金及び保証金の残高は35億18百万円

となっております。敷金及び保証金を差入れ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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⑥ 財務制限条項について  

  当社はのぞみ債権回収株式会社と締結している「金銭準消費貸借契約」の財務制限条項に抵触することとなりま

した。そのため、のぞみ債権回収株式会社と平成22年４月16日に「金銭準消費貸借契約書の変更等に関する覚書」

を締結し、平成22年２月期決算数値を理由とする期限の利益喪失を請求する通知を行わないことを合意しました。 

  翌期において利益額が計画に到達しない場合には、財務制限条項に抵触し、当社の資金繰り及び財政状態に影響

を与える可能性があります。 

⑦ 継続企業の前提に関する注記によるリスクについて 

  「継続企業の前提に関する注記」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。詳細につきまして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、第48期年度

計画を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。 
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   当社グループ（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、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。 

   事業の系統図は、次のとおりです。 

 
  

２．企業集団の状況

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（非連結子会社） 

  国内外の音楽著作権の管理 シリウス㈱（非連結子会社） 

書籍事業 書籍全般及び文房具の販売 当社 
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(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、「Ｄｏ ｆｏｒ Ｈｅａｒｔｓ（心豊かな社会の実現に貢献する）」を新たに企業理念に据え、

それを実現するため、「チーム新星堂」、「プラスワンスピリット」、「チェンジ」を３つのコア・バリューとして

掲げ、小売業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５期連続して営業損失を計上しているため、収益基盤を安定させるために、一層の経

営効率を推進して、翌期において営業利益及び経常利益を計上できるように努力してまいります。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

  当社グループ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グループ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、「中期事業計画」に基づき、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、店舗オペレーションを標準化する業務改革推進により、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  

 今後の経済情勢につきましては、雇用不安や所得減少懸念は払拭されておらず、個人消費は依然停滞することが予

想され当社を取り巻く経営環境は引き続き厳しいものになると考えられます。 

 このような状況の下、当社は再生を図るべく平成20年度を初年度とする「中期事業計画」を策定しこの実現のため

に全社員一丸となって努力を重ねてまいりましたが、残念ながら当事業年度も多額の当期純損失を計上する結果とな

りました。 

当社主力の音楽ソフト業界は近年、音楽配信、ネット通販等消費者の購買方法が多様化し、さらに景気悪化による

個人消費の低迷も加わり、市場は長期低落傾向が続いており、今後も引き続き困難な状況が続くと思われます。 

 当社といたしましては、今まで実施してまいりました諸施策を検証、反省し企業再生に向けさらなる合理化が不可

欠と判断し次のような施策を実施してまいります。 

 不採算店舗の早期撤退はもちろん、抜本的な業務改善と効率的な組織体制の構築および人件費の変動費化を図るた

め、社員の大幅な減員を図るとともに、現在実施しております役員報酬と給与カットを強化し継続してまいります。

ロジスティクスセンターの縮小に伴う物流業務の改善による物流コストの大幅な削減、その他テナント賃料の引き下

げや諸経費の削減等聖域を設けず大胆に実施してまいります。また、品揃えの充実とＣＳを重視した「店頭が も輝

いているチーム(店)」を実現することにより次年度は営業損益の黒字化を図ってまいります。  

  

(5）内部管理体制の整備・運用状況 

  別途開示しております「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」に記載のとおりであります。 

  

３．経営方針
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年２月28日) 

当事業年度 
(平成22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※1  1,911,786 ※1  1,616,883

売掛金 1,561,747 1,242,687

商品及び製品 8,365,440 7,050,432

前渡金 13,944 17,247

前払費用 48,118 49,164

未収収益 111,185 150,057

未収入金 377,257 100,466

未収消費税等 43,835 －

１年内回収予定従業員長期貸付金 6,897 5,553

その他 30,133 12,648

貸倒引当金 △22,462 △7,433

流動資産合計 12,447,882 10,237,707

固定資産   

有形固定資産   

建物 6,598,817 5,813,863

減価償却累計額 △4,817,839 △4,750,550

建物（純額） ※1  1,780,978 ※1  1,063,313

構築物 30,005 25,404

減価償却累計額 △27,192 △24,449

構築物（純額） ※1  2,812 ※1  954

機械及び装置 695,208 －

減価償却累計額 △695,208 －

機械及び装置（純額） － －

工具、器具及び備品 3,211,417 3,088,916

減価償却累計額 △2,893,685 △2,795,565

工具、器具及び備品（純額） 317,731 293,351

土地 ※1, ※2  2,458,358 ※1, ※2  1,873,478

建設仮勘定 － 1,195

有形固定資産合計 4,559,881 3,232,292

無形固定資産   

借地権 61,414 61,414

商標権 2,850 2,550

ソフトウエア 90,764 83,936

電話加入権 28,304 22,599

無形固定資産合計 183,334 170,500

投資その他の資産   

投資有価証券 45,865 34,645

関係会社株式 5,013 5,013

出資金 369 369

従業員に対する長期貸付金 8,810 6,630

関係会社長期貸付金 102,000 102,000

長期前払費用 7,793 15,371

敷金及び保証金 ※1  4,459,967 ※1  3,518,410

長期未収入金 198,055 112,560

その他 15,466 15,066

貸倒引当金 △345,878 △309,646

投資その他の資産合計 4,497,462 3,500,420

固定資産合計 9,240,678 6,903,214

資産合計 21,688,561 17,140,921
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年２月28日) 

当事業年度 
(平成22年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 ※3  295,249 ※3  226,562

買掛金 2,669,142 2,343,181

1年内返済予定の長期借入金 ※1  400,000 ※1  500,000

未払金 397,595 288,413

未払費用 416,874 194,669

未払法人税等 145,000 118,389

前受金 17,309 22,117

預り金 26,568 59,645

事業構造改善引当金 114,398 －

返品調整引当金 15 －

その他 － 91,563

流動負債合計 4,482,154 3,844,543

固定負債   

社債 1,000,000 1,000,000

長期借入金 ※1  12,293,434 ※1  11,712,646

再評価に係る繰延税金負債 ※2  164,411 ※2  136,620

退職給付引当金 1,506,651 1,469,947

役員退職慰労引当金 16,975 27,955

長期未払金 261,326 160,444

長期預り保証金 10,653 63,862

固定負債合計 15,253,452 14,571,476

負債合計 19,735,606 18,416,019

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,504,548 4,504,548

資本剰余金   

資本準備金 3,997,528 738,756

資本剰余金合計 3,997,528 738,756

利益剰余金   

利益準備金 795,200 －

その他利益剰余金   

別途積立金 3,400,000 －

繰越利益剰余金 △7,453,971 △5,042,160

利益剰余金合計 △3,258,771 △5,042,160

自己株式 △9,448 △9,504

株主資本合計 5,233,856 191,639

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,693 △3,691

土地再評価差額金 ※2  △3,278,207 ※2  △1,463,046

評価・換算差額等合計 △3,280,901 △1,466,737

純資産合計 1,952,954 △1,275,098

負債純資産合計 21,688,561 17,140,921
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年３月１日 

 至 平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 

 至 平成22年２月28日) 

売上高 40,693,101 35,269,499

売上原価   

商品期首たな卸高 9,705,423 8,365,440

当期商品仕入高 28,635,422 24,020,527

合計 38,340,846 32,385,967

他勘定振替高 ※1  1,044,497 ※1  55,595

商品期末たな卸高 8,365,440 ※5  7,050,432

商品売上原価 28,930,908 25,279,940

売上総利益 11,762,192 9,989,559

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 89,158 135,741

役員退職慰労引当金繰入額 11,575 10,980

給料及び手当 5,003,642 4,313,473

退職給付費用 80,639 61,968

賞与 83,509 －

地代家賃 4,864,843 4,326,838

支払手数料 865,754 702,575

減価償却費 410,076 365,894

その他 1,984,888 1,849,759

販売費及び一般管理費合計 13,394,088 11,767,231

営業損失（△） △1,631,895 △1,777,672

営業外収益   

受取利息 10,898 6,441

受取配当金 1,629 676

受取手数料 38,635 53,879

営業補償金受取額 1,098 9

損害補償金受取額 4,479 2,888

受取賃貸料 60,294 －

違約金収入 56,177 －

保険解約返戻金 52,945 －

その他 14,656 18,260

営業外収益合計 240,813 82,155

営業外費用   

支払利息 309,120 223,283

社債利息 34,239 50,000

その他 87,620 27,871

営業外費用合計 430,979 301,155

経常損失（△） △1,822,061 △1,996,672
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年３月１日 

 至 平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 

 至 平成22年２月28日) 

特別利益   

前期損益修正益 12,260 4,165

役員退職慰労引当金戻入額 175,113 －

債務免除益 3,100,000 －

固定資産売却益 － 9,499

移転補償金 － 22,028

貸倒引当金戻入額 － 51,762

その他 5,032 13,433

特別利益合計 3,292,405 100,888

特別損失   

前期損益修正損 － 5,291

固定資産売却損 ※4  78 ※4  12,993

固定資産除却損 ※2  162,887 ※2  85,044

減損損失 ※3  247,037 ※3  1,087,964

たな卸資産処分損 － 62,047

事業構造改善引当金繰入額 65,297 －

商品評価損 893,775 －

その他 155,065 2,443

特別損失合計 1,524,142 1,255,785

税引前当期純損失（△） △53,797 △3,151,568

法人税、住民税及び事業税 109,463 103,220

法人税等調整額 △3,578 △27,790

法人税等合計 105,885 75,429

当期純損失（△） △159,683 △3,226,998
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年３月１日 

 至 平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 

 至 平成22年２月28日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,754,548 4,504,548

当期変動額   

新株の発行 750,000 －

当期変動額合計 750,000 －

当期末残高 4,504,548 4,504,548

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 3,247,528 3,997,528

当期変動額   

新株の発行 750,000 －

資本準備金の取崩 － △3,258,771

当期変動額合計 750,000 △3,258,771

当期末残高 3,997,528 738,756

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 795,200 795,200

当期変動額   

利益準備金の取崩 － △795,200

当期変動額合計 － △795,200

当期末残高 795,200 －

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 3,400,000 3,400,000

当期変動額   

別途積立金の取崩 － △3,400,000

当期変動額合計 － △3,400,000

当期末残高 3,400,000 －

繰越利益剰余金   

前期末残高 △7,294,288 △7,453,971

当期変動額   

当期純損失（△） △159,683 △3,226,998

資本準備金の取崩 － 3,258,771

利益準備金の取崩 － 795,200

別途積立金の取崩 － 3,400,000

土地再評価差額金の取崩 － △1,815,161

当期変動額合計 △159,683 2,411,811

当期末残高 △7,453,971 △5,042,160

自己株式   

前期末残高 △9,130 △9,448

当期変動額   

自己株式の取得 △317 △56

当期変動額合計 △317 △56

当期末残高 △9,448 △9,504
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年３月１日 

 至 平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 

 至 平成22年２月28日) 

株主資本合計   

前期末残高 3,893,857 5,233,856

当期変動額   

新株の発行 1,500,000 －

当期純損失（△） △159,683 △3,226,998

自己株式の取得 △317 △56

土地再評価差額金の取崩 － △1,815,161

当期変動額合計 1,339,998 △5,042,217

当期末残高 5,233,856 191,639

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 3,038 △2,693

当期変動額   

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

△5,732 △997

当期変動額合計 △5,732 △997

当期末残高 △2,693 △3,691

土地再評価差額金   

前期末残高 △3,278,207 △3,278,207

当期変動額   

土地再評価差額金の取崩 － 1,815,161

当期変動額合計 － 1,815,161

当期末残高 △3,278,207 △1,463,046

評価・換算差額等合計   

前期末残高  △3,280,901

当期末残高 △3,280,901 △1,466,737

純資産合計   

前期末残高 618,688 1,952,954

当期変動額   

新株の発行 1,500,000 －

当期純損失（△） △159,683 △3,226,998

自己株式の取得 △317 △56

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

△5,732 △997

当期変動額合計 1,334,266 △3,228,053

当期末残高 1,952,954 △1,275,098
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年３月１日 

 至 平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 

 至 平成22年２月28日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純損失（△） △53,797 △3,151,568

減価償却費 413,973 366,957

減損損失 247,037 1,087,964

貸倒引当金の増減額（△は減少） △25,808 △51,260

賞与引当金の増減額（△は減少） △62,475 －

ポイント引当金の増減額（△は減少） △64,128 －

返品調整引当金の増減額（△は減少） △33 △15

退職給付引当金の増減額（△は減少） △97,251 △36,703

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △163,538 10,980

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △294,840 △114,398

受取利息及び受取配当金 △12,527 △7,117

支払利息及び社債利息 343,359 273,283

投資有価証券評価損益（△は益） 12,586 △95

固定資産除却損 162,887 85,044

ゴルフ会員権評価損 － 400

債務免除益 △3,100,000 －

有形固定資産売却損益（△は益） － 3,494

売上債権の増減額（△は増加） 249,714 319,060

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,339,983 1,315,007

仕入債務の増減額（△は減少） 80,438 △394,648

未払又は未収消費税等の増減額 － 112,422

その他 64,171 △217,079

小計 △960,249 △398,274

利息及び配当金の受取額 13,733 7,155

利息の支払額 △350,996 △273,287

確定拠出年金移換金の支払額 △159,355 △105,343

法人税等の支払額 △115,643 △108,643

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,572,511 △878,393

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 △255,643 △398,710

固定資産の売却による収入 1,968 163,724

投資有価証券の取得による支出 △1,365 △1,397

敷金及び保証金の差入による支出 △20,334 △157,417

敷金及び保証金の回収による収入 1,393,246 1,443,976

投資有価証券の売却による収入 － 11,716

貸付けによる支出 △15,200 △5,030

貸付金の回収による収入 12,634 8,552

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,065,306 1,065,413

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 － △290,000

長期借入金の返済による支出 △1,882,232 △480,788

社債の発行による収入 1,000,000 －

株式の発行による収入 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 △317 △56

財務活動によるキャッシュ・フロー 369,082 △480,845

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,106 △1,078

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △139,229 △294,903

現金及び現金同等物の期首残高 1,301,015 1,161,786

現金及び現金同等物の期末残高 ※  1,161,786 ※  866,883
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継続企業の前提に関する注記

前事業年度 
（自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

 当社は４期連続して当期純損失（当事業年度は159百万

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転換社債型新株予約

権付社債（額面1,000百万円）を発行するとともに、同年

８月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

行して資本を増強いたしました。 

  また同年６月、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月に1,400百万円を同社に返済するととも

に、3,100百万円の債務免除の金融支援により有利子負債

の削減を実現いたしました。上記資本政策により、当社の

有利子負債の圧縮が図れました。 

  当社は事業基盤を確かなものとするため、平成20年度を

始期とする「中期事業計画」を策定し強力に展開しており

ます。当社は本計画を達成するため「売上高の維持・確

保」「在庫回転率の向上」「収益力の強化」を重要施策と

位置づけ実行してまいります。 

 「売上高の維持・確保」には、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とし、当期におきまして

は、不採算店20店舗を閉鎖いたしました。 

  同時にマルチブランド戦略に基づき、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

たほか、音楽の「聴く」楽しみに加え、「弾く」楽しみを

付加した音楽総合ショップを目指して音楽映像ソフト店舗

に電子ピアノ等の楽器を導入・拡大した楽器複合店を12店

舗増加いたしました。さらに店舗の販売効率を高めるため

の売場面積の縮小を実施するなど、店舗網再構築を推進し

てまいりました。また、ＣＳ向上を目指して、一定の販売

スキルを備えた販売員をコンシェルジュとして認定する制

度を創設して、従来のセルフ物販スタイルから顧客との対

話を重視したコンサルティング販売を目指し、他店との差

別化を図っております。 

  翌期は、多様化する顧客ニーズを適切に捉え、ライフス

タイルの提案を積極的に行うべくマルチブランド戦略に基

づく、新規出店による店舗数拡大や楽器複合店の拡大によ

る既存店活性化により、売上高を維持・確保してまいりま

す。 

 当社は５期連続して経常損失及び当期純損失を計上した

結果、12億75百万円の債務超過の状態になっております。

 これにより、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる

ような事象又は状況が存在しております。 

 当社は、当該状況を解消すべく、平成20年度を始期とす

る「中期事業計画」を策定し、「売上高の維持・確保」、

「在庫回転率の向上」、「収益力の強化」を重要施策とし

て位置づけ実施しております。「売上高の維持・確保」に

ついては、不採算店19店舗を閉鎖する一方で、ららぽーと

新三郷店、ロックインミュージック新三郷店、玉川髙島屋

Ｓ・Ｃ店、ロックイン渋谷店など８店舗を新設いたしまし

た。「在庫回転率の向上」につきましては、昨年から引き

続き、在庫回転率を高めるため大胆な価格政策による退店

店舗の在庫の消化促進に努めるとともに、本部一括発注の

精度を向上させ、定番商品の自動発注化を徹底し品切れを

防止してまいりました。しかしながら、新譜の売れ残り在

庫がカタログ商品の仕入れを圧迫したため、売れ筋在庫が

欠品したこと等により効率的な資産の活用に至りませんで

した。今後は、仕入コントロールの精度を磨き、お客さま

にご満足いただける品揃えにすることによって、在庫回転

率を向上させてまいります。 

 「収益力の強化」につきましては、販売費及び一般管理

費の圧縮に努めてまいりました。人件費は役員報酬及び従

業員の給与の減額を実施すると共に、従業員の残業時間及

び臨時従業員の時間数のコントロールを徹底いたしまし

た。物件費におきましては、店舗の販売効率を高めるため

に減坪を実施するなど諸施策を実行し、賃料低減に努めて

まいりました。その他経費におきましても、取引条件の改

善交渉を実施し、費用支出を削減してまいりました。 

 しかしながら、当期におきましても売上高の減少による

売上総利益額の低下を補うことはできず、当期純損失を計

上し債務超過の状態となりました。 

 当社は経常利益を必達できなければ企業存続が難しいと

の認識のもと、中期事業計画を検証して第48期年度計画を

策定いたしました。第48期年度計画は売上高が減少しても

経常利益を計上するに耐え得る収益構造改革のため、売上

高の維持、粗利率の改善、諸経費の削減を骨子として実行

してまいります。特に人件費については、平成22年４月16

日に希望退職者を募集すること及び一段の踏み込んだ給与

減額の実施を取締役会にて決議いたしました。 

 また、翌々期における給与体系の変更を伴う新人事制度

の導入を目指し、労使協議会を発足させ、従来の年功序列

型の給与体系から成果が評価され給与に反映される業績連

動型の給与体系に変更するとともに、従業員の年齢構成を

是正してまいります。 

㈱新星堂（７４１５）　平成22年２月期決算短信（非連結）

17



  

前事業年度 
（自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

 「在庫回転率の向上」に対しては、在庫回転率を高める

ため大胆な価格政策による退店店舗の在庫や未稼働在庫の

消化促進に努めるとともに、本部一括発注の精度を向上さ

せ、定番商品の自動発注化を徹底し品切れを防止してまい

りました。今後も引き続き定番商品を充実させることに加

えて、新譜の仕入コントロールの精度向上に努め、顧客の

ニーズに適切に対応することによって在庫回転率の向上に

努めてまいります。 

 「収益力の強化」に対しては、売上総利益率の改善、販

売費及び一般管理費の削減等により収益性の改善に取り組

んでまいりました。 

 売上総利益率につきましては、当期においても退店店舗

の在庫や未稼働在庫の消化促進を推し進めたため、前事業

年度と同じ28.9%となりました。しかしながら、翌期は未

稼働在庫および退店在庫の処分が一巡することから、値引

き販売の抑制により売上総利益率29.9％を達成することを

目指してまいります。 

 販売費及び一般管理費は、これらの経費が当社の高コス

ト体質の要因との認識の下、当期におきましても鋭意、経

費削減を実施してまいりました。 

 人件費につきましては、職務内容を重視したグレード制

度を導入し、従来の年功序列型重視の賃金体系からの脱却

を図るとともに、人員配置の適正化により一定の効果をあ

げることができました。しかしながら昨年秋以降の売上高

の急激な減少に対応するには至りませんでした。翌期は、

業務効率の改善や減給措置等によって人件費率を低減して

まいります。なお、平成21年３月支給分より役員報酬及び

部長職以上の管理職の給与を削減するとともに、従業員の

給与も平成21年４月支給分より１年間減額することを平成

21年４月23日開催の取締役会にて決定しております。 

 物件費の削減につきましては、売場面積の縮小等による

効率化や賃料負担の低減を図り物件費比率の改善を進めま

した。これらについては、担当部署を強化し引き続き取り

組んでまいります。 

  株式会社TSUTAYAとの業務提携につきましては、提携効

果が限定的であることから、平成20年10月30日開催の取締

役会にて、同社と締結している「TSUTAYA RECORDSフラン

チャイズチェーン加盟店契約」を、平成20年12月末日をも

って解約することを決議し、同日株式会社TSUTAYAと合意

し、解約いたしました。 

  物件費及びその他経費につきましても、さらに一層削減

を実施して経費比率の低減を図ってまいります。 

 当社は企業再生の重要な年度である翌期の経常利益の計

上を必達するため、これらの収益構造改革のための諸施策

を確実に実行して、黒字転換を図ってまいります。 

 債務超過の状態を解消するため、今後は上記の収益構造

改革に注力するとともに、確実な企業再生に向けて関係者

と協議を進めてまいります。 

 しかしながら、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、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、財務諸表は継続企業を前提として作成されてお

り、上記のような重要な不確実性の影響を財務諸表には反

映しておりません。 
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前事業年度 
（自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

 翌期は中期事業計画の２年目に当たることから、上記施

策をさらに推し進めて、厳しい環境下にあっても営業利益

を確保できるような収益構造へと転換するために、販売費

及び一般管理費を費目別に洗い出し、経費の抜本的見直し

を図る一方で、マルチブランドによる既存店活性化や新規

出店及びシステム投資等の設備投資に経営資源を有効に投

下して、地域に密着した店舗網を構築するとともに、店舗

の収益構造を改善する努力をしてまいります。 

 当社は企業再生の重要な年度である翌期の営業利益の計

上を必達するため、これらの諸施策を確実に実行して、当

社の収益構造改革を積極的に推進してまいります。 

 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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重要な会計方針

項目 
前事業年度 

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）子会社株式 

移動平均法による原価法 

(1）子会社株式 

同左 

  (2）その他有価証券 

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。）

(2）その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  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 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

売価還元法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定） 

売価還元法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定） 

  （会計方針の変更） 

「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準第９号 平成18年

７月５日公表分）が平成20年３月31日

以前に開始する事業年度に係る財務諸

表から適用できることになったことに

伴い、当事業年度から同会計基準を適

用しております。これにより、営業損

失及び経常損失は131,376千円減少

し、税引前当期純損失は208,318千円

増加しております。 

  なお、下半期になって評価算定方法

の策定等の受入体制が整ったため、当

中間会計期間は従来の方法によってお

ります。従って、当中間会計期間は変

更後の方法によった場合に比べ、経常

損失は38,319千円多く、税引前中間純

損失は339,694千円少なく計上されて

おります。 
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項目 
前事業年度 

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

定率法 

 なお、主な耐用年数は次のとおりで

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 

(1）有形固定資産(リース資産を除く） 

定率法 

 なお、主な耐用年数は次のとおりで

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％相当額と備忘

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。 

 これにより営業損失、経常損失、税

引前当期純損失は16,867千円増加して

おります。 

  

  (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(リース資産を除く） 

同左 

  ―――――― (3）リース資産 

 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、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうち、リース取引開始日

が平成21年２月28日以前のリース取引

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。 

４．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。 

―――――― 

５．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

 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。 

―――――― 

６．引当金の計上基準 (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。 

(1）貸倒引当金 

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

  (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。なお、翌上半

期の賞与の支給は行わない見込みのた

め、当事業年度末においては賞与引当金

の計上はありません。 

(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。なお、翌上半

期の賞与の支給も行わない見込みのた

め、当事業年度末においては賞与引当金

の計上はありません。 

  (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、当事業年度において取崩しが完

了し、引当金の残高はありません。 

  

  (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。 

―――――― 

  (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。 

(5）退職給付引当金 

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。 

(6）役員退職慰労引当金 

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

  (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．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。 

―――――― 

８．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 手元現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３か月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

同左 

９．その他財務諸表作成のた

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。 

(1）消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

         ―――――― 

  

(1) 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、当事業年度より「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））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

  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。   

  

  

(2) 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、当事業年度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、当事業年度における売上高は19,824千円、

売上原価は8,020千円、売上総利益は11,804千円増加

し、営業損失は11,804千円減少しております。経常損失

及び税引前当期純損失に対する影響はありません。  
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表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

(損益計算書） 

 前期まで販売費及び一般管理費の「その他」に含めて

表示しておりました「支払手数料」は、重要性が増した

ため区分掲記しております。 

―――――― 

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年２月28日） 

当事業年度 
（平成22年２月28日） 

 ※１ 担保提供資産及び対応債務  ※１ 担保提供資産及び対応債務 

 債務の担保に供している資産は次のとおりでありま

す。 

 債務の担保に供している資産は次のとおりでありま

す。 

定期預金 750,000千円 

建物 536,264  

構築物 351  

土地 2,018,491  

敷金及び保証金 242,108  

計 3,547,216千円 

定期預金 750,000千円 

建物 269,987  

構築物 276  

土地 1,647,688  

敷金及び保証金 233,907  

計 2,901,860千円 

上記に対する債務額 上記に対する債務額 

長期借入金 12,693,434千円 

（１年内返済予定長期借入金を含む） 

計 12,693,434千円 

長期借入金 12,212,646千円 

（１年内返済予定長期借入金を含む） 

計 12,212,646千円 
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前事業年度 
（平成21年２月28日） 

当事業年度 
（平成22年２月28日） 

※２ 「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日

公布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律の

一部を改正する法律」（平成13年３月31日公布法律第

19号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、土地の

帳簿価額を上回る再評価額の税効果相当額を「再評価

に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、当該

税効果相当額を控除した残額と、土地の帳簿価額を下

回る再評価額の総額との純額を「土地再評価差額金」

として純資産の部に計上しております。 

 ※２         同左 

再評価の方法 

 「土地の再評価に関する法律」第３条第３項に定め

る再評価の方法については、「土地の再評価に関する

法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）

第２条第４号に定める路線価及び路線価のない土地は

第２条第３号に定める固定資産税評価額に基づき、奥

行き価格補正等合理的な調整を行って算出しておりま

す。 

  

再評価を行った年月日 平成14年２月28日     

※３ 期末日満期手形 

 期末日満期手形の処理は、手形交換日をもって決済

処理しております。なお、当期末日が金融機関の休日

であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含ま

れております。 

支払手形 53,065千円 

※３ 期末日満期手形 

 期末日満期手形の処理は、手形交換日をもって決済

処理しております。なお、当期末日が金融機関の休日

であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含ま

れております。 

支払手形 64,056千円 

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

※１ 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。 ※１ 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。 

事業構造改善引当金の取崩額 121,681千円 

特別損失       

 商品評価損 893,775  

 その他 29,039  

計 1,044,497千円 

特別損失   

 たな卸資産処分損 55,595千円 

※２ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

建物 88,580千円 

構築物 123  

器具及び備品 19,072  

撤去費用 55,110  

計 162,887千円 

※２ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

建物 45,381千円 

構築物 588  

器具及び備品 5,248  

撤去費用 33,825  

計 85,044千円 
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前事業年度 
（自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

※３ 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

共用資産に係るものであります。 

地域 種類  減損損失   

東北地区 
建物、器具及び

備品等 
14,787千円 

関東地区 

建物、機械装

置、器具及び備

品、ソフトウェ

ア等 

217,744

  

近畿地区 
建物、器具及び

備品等 
7,443

  

九州地区 
建物、器具及び

備品等 
7,061

  

計      247,037千円 

※３ 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に係

るものであります。 

地域 種類  減損損失   

東北地区 
建物、器具及び

備品、土地等 
559,470千円 

関東地区 
建物、器具及び

備品、土地等 
469,536

  

中部・ 

東海地区 

建物、器具及び

備品等 
9,893

  

近畿地区 
建物、器具及び

備品等 
16,504

  

中国・ 

四国地区  

建物、器具及び

備品等 
1,934

  

九州地区 
建物、器具及び

備品等 
30,625

  

計      1,087,964千円 

② 減損損失に至った理由 

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。 

② 減損損失に至った理由 

同左 

③ 減損損失の内訳  

建物 60,146千円 

構築物 67  

機械装置  114,871  

器具及び備品 20,828  

ソフトウェア 48,898  

電話加入権 1,704  

長期前払費用 250  

リース資産 270  

計 247,037千円 

③ 減損損失の内訳  

建物 593,737千円 

構築物 793  

器具及び備品 65,781  

土地 421,432  

電話加入権 5,705  

リース資産 513  

計 1,087,964千円 

④ グルーピングの方法 

 当社は、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 グルーピングの方法 

同左   

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 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、正味売却額又は使用価値により測定しておりま

す。正味売却価額は、不動産鑑定評価額等を基に算定

した金額により評価しております。また、使用価値

は、将来キャッシュ・フローを3.1%で割り引いて計算

しております。 

※４ 固定資産売却損は、土地78千円であります。 ※４ 固定資産売却損は、土地 12,993千円であります。

―――――― ※５ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の 

  金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含

  まれております。 

                    10,107千円
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前事業年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28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 

(注）１．発行済株式の普通株式の増加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1,121千株は、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３千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 

(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いたしました。 

   ２．平成20年新株予約権の当事業年度増加は、転換社債型新株予約権付社債の発行によるものであります。 

３．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。 

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

（株主資本等変動計算書関係）

  
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） 

発行済株式         

普通株式（注）1,2  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）3,4  42  1,121  1,139  24

合計  42  1,121  1,139  24

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）  
当事業年度
末残高 
（千円） 

前事業年度
末 

当事業年度
増加 

当事業年度
減少 

当事業年度
末 

提出会社 

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

平成20年新株予約権付社債

(注）２ 
普通株式  -  5,050  -  5,050  -

合計 －  20,430  5,050  20,430  5,050  -
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当事業年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28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 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

(注） 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。 

  

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  
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） 

発行済株式         

普通株式  33,717  －  －  33,717

合計  33,717  －  －  33,717

自己株式         

普通株式（注）  24  0  －  24

合計  24  0  －  24

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）  
当事業年度
末残高 
（千円） 

前事業年度
末 

当事業年度
増加 

当事業年度
減少 

当事業年度
末 

提出会社 
平成20年新株予約権付社債

(注） 
普通株式  5,050  －  －  5,050  －

合計 －  5,050  －  －  5,050  －

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成21年２月28日現在） （平成22年２月28日現在） 

現金及び預金勘定 1,911,786千円 

預入期間が３か月を越える定期預金 △750,000千円 

現金及び現金同等物 1,161,786千円 

現金及び預金勘定 1,616,883千円 

預入期間が３か月を越える定期預金 △750,000千円 

現金及び現金同等物 866,883千円 
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１．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 前事業年度において、その他有価証券で時価のあるものについて12,206千円減損処理を行っております。当事

業年度においては減損処理は行っておりません。 

 なお、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、事業年度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た額について減損処理を行うものとしております。 

２．当事業年度中に売却したその他有価証券 

  

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 （注） 前事業年度において、時価評価されていない有価証券について380千円、子会社株式については4,986千円減損

処理を行っております。当事業年度においては減損処理は行っておりません。 

 なお、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、事業年度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た額について減損処理を行うものとしております。 

（有価証券関係）

  種類 

前事業年度（平成21年２月28日） 当事業年度（平成22年２月28日）

取得原価
（千円） 

貸借対照表 
計上額 

（千円） 

差額
（千円） 

取得原価 
（千円） 

貸借対照表 
計上額 

（千円） 

差額
（千円） 

貸借対照表計上額が

取得原価を超えるも

の 

(1）株式 10,445 13,998 3,553  10,164  13,577 3,413

(2）債券                                

① 国債・地方債等 － － －  －  － －

② 社債 － － －  －  － －

③ その他 － － －  －  － －

(3）その他 － － －  －  － －

小計 10,445 13,998 3,553  10,164  13,577 3,413

貸借対照表計上額が

取得原価を超えない

もの 

(1）株式 28,714 22,467 △6,247  18,771  11,667 △7,104

(2）債券                                

① 国債・地方債等 － － －  －  － －

② 社債 － － －  －  － －

③ その他 － － －  －  － －

(3）その他 － － －  －  － －

小計 28,714 22,467 △6,247  18,771  11,667 △7,104

合計 39,159 36,465 △2,693  28,936  25,245 △3,691

 売却額(千円）  売却益の合計金額(千円）  売却損の合計金額(千円） 

         11,716                   469                    374

種類 
前事業年度（平成21年２月28日） 当事業年度（平成22年２月28日） 

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券     

非上場株式  9,400  9,400

子会社株式及び関係会社株式     

非上場株式  5,013  5,013

㈱新星堂（７４１５）　平成22年２月期決算短信（非連結）

30



前事業年度（自平成20年３月１日 至平成21年２月28日） 

 該当事項はありません。 

当事業年度（自平成21年３月１日 至平成22年２月28日） 

 該当事項はありません。 

 前事業年度（自平成20年３月１日 至平成21年２月28日） 

 該当事項はありません。 

 当事業年度（自平成21年３月１日 至平成22年２月28日） 

 該当事項はありません。 

 前事業年度（自平成20年３月１日 至平成21年２月28日） 

 該当事項はありません。 

 当事業年度（自平成21年３月１日 至平成22年２月28日） 

 該当事項はありません。 

（デリバティブ取引関係）

（ストック・オプション等関係）

（持分法損益等）
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前事業年度（自平成20年３月１日 至平成21年２月28日） 

(1) 親会社及び法人主要株主等 

 （注） 社債の利率につきましては年5.0％であります。 

(2) 役員及び個人主要株主等 

 （注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

２．当社役員鈴木定芳氏が議決権の77.8%を直接所有しております。 

３．取引条件及び取引条件の決定方針等 

 ① 第三者割当増資引受につきましては、平成20年５月29日開催の第45回定時株主総会決議及び平成20年６月

２日開催の取締役会決議に基づいて行った第三者割当を１株につき80円で引き受けたものであります。 

 ② 業務委託については、業務委託契約の内容に基づき交渉の上、決定しております。 

(3) 子会社等 

 （注）取引条件及び取引条件の決定方針等 

約定利率は市中金利を参考に決定しております。 

（関連当事者情報）

属性 会社等の
名称 住所 

資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合 
（％） 

関係内容

取引の内容
取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円） 役員の
兼任等
（人）

事業上
の関係 

主要株主 

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㈱ 

東京都 

千代田区 
12,000,000

プライベ

ート・エ

クイティ

投資等 

(被所有）

直接52.0
 -

株式の

所有 

社債の引受

及び利息の

支払  

 34,239 社債 1,000,000

属性 会社等の
名称 住所 

資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合 
（％） 

関係内容

取引の内容
取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円） 役員の
兼任等
（人）

事業上
の関係

役員及び

その近親

者が議決

権の過半

数を所有

している

会社等 

ワンスア

ラウンド

㈱ 

(注） 

東京都 

世田谷区 
 22,500

経営コン

サルティ

ング業 

(被所有）

直接3.7
1

経営コ

ンサル

ティン

グ  

 第三者割当増

 資引受(注） 
 100,000

- - 

業務委託

（注）  
 54,000

属性 会社等の
名称 住所 

資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合 
（％） 

関係内容

取引の内容
取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円） 役員の
兼任等
（人）

事業上
の関係

子会社 
㈱オーマ

ガトキ  

東京都 

杉並区  
 50,000

音楽映像

ソフト制

作業 

(所有）

直接100.0
2

音楽映

像ソフ

トの購

入 

資金の貸付  12,000

関係会社

長期貸付

金 

102,000
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(4) 兄弟会社等 

 （注）取引条件及び取引条件の決定方針等 

約定利率は1.5%であります。 

当事業年度（自平成21年３月１日 至平成22年２月28日） 

 (追加情報） 

 当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及び

「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適

用しております。なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 

  

関連当事者との取引 

財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

(ア）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等 

(イ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等 

 （注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等  

  約定利率は1.5%であります。  

２．のぞみ債権回収㈱は、平成22年２月１日付の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㈱

の組織再編に伴い、財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会

社の子会社等に該当しなくなりました。 

属性 会社等の
名称 住所 

資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合
（％） 

関係内容

取引の内容
取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円） 役員の
兼任等 
（人）

事業上
の関係 

法人主要

株主等の

子会社 

のぞみ債

権回収㈱ 

東京都 

千代田区 
 500,000

サービサ

ー業  
－ -

長期借

入金の

借入 

  

債務免除  3,100,000
長期借入

金（1年

以内返済

予定長期

借入金を

含む） 

12,693,434借入金返済  1,774,671

利息の支払  112,719

種類 会社等の名
称又は氏名 所在地 

資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内容
又は職業 

議決権等の所
有（被所有）
割合（％） 

関連当事者
との関係 取引の内容

取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（百万円） 

主要株主 

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㈱ 

東京都 
千代田区 

 500,000
プライベー
ト・エクイ
ティ投資等

（被所有）  
 直接52.0 

株式の所有
役員の兼任 

社債の引受
及び利息の
支払  

 50,000 社債 1,000,000

種類 会社等の名
称又は氏名 所在地 

資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内容
又は職業は
職業 

議決権等の所
有（被所有）
割合（％） 

 関連当事者
 との関係 取引の内容

取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円） 

法人主要

株主等の

子会社 

のぞみ債権

回収㈱ 

東京都 

千代田区 
 500,000

サービサー

業  
－

 長期借入金 

 の借入 

  

借入金返済  480,788

長期借入

金（1年

以内返済

予定長期

借入金を

含む） 

12,212,646

利息の支払  172,115
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(ウ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）   

（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。  

２．当社役員鈴木定芳氏が議決権の77.8%を直接所有しております。 

３．取引条件及び取引条件の決定方針等 

   業務委託については、業務委託契約の内容に基づき交渉の上、決定しております。  

 リース取引、税効果会計、退職給付、企業結合等に関する注記事項については、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いたします。 

種類 会社等の名
称又は氏名 所在地 

資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内容
又は職業 

議決権等の所
有（被所有）
割合（％） 

 関連当事者 
 との関係 取引の内容

取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円） 

役員及び

その近親

者が議決

権の過半

数を所有

している

会社等 

ワンスアラ

ウンド㈱ 

(注）  

東京都 

世田谷区 
 22,500

経営コンサ

ルティング

業 

(被所有）
直接3.7 

業務委託契

約の締結  

役員の兼任 

業務委託料

の支払い 
 38,928 未払金  8,393

（開示の省略）
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 （注） １株当たり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。 

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

１株当たり純資産額 円 銭57 96

１株当たり当期純損失金額   ６円18銭

１株当たり純資産額 円 銭△37 84

１株当たり当期純損失金額 円 銭95 78

 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、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失で

ある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

行われた場合の前事業年度の１株当たり情報については、

以下のとおりとなります。 

 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、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失で

ある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、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 円 銭39 90

１株当たり当期純損失金額 円 銭265 83

  

  
前事業年度 

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

当期純損失（千円）  159,683  3,226,998

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純損失（千円）  159,683  3,226,998

期中平均株式数（千株）  25,823  33,693

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

 転換社債型新株予約権付社債 

 １種類（券面総額1,000,000千円、 

 新株予約権の数10個） 

 同左 
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（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

１.役員報酬及び従業員の給与減額の実施 

 当社は、平成21年４月23日開催の取締役会におき

まして、人件費削減等の経営合理化の施策を決議い

たしました。 

  当社は、平成18年２月期より経常損失を計上し、

平成21年２月期におきましても経常損失を計上する

こととなったため、販売費及び一般管理費の削減策

の一環として、下記のとおり、役員報酬及び管理職

の減額増額を決定しました。当社は、厳しさを増す

経営環境に対処するとともに、当事業年度において

営業黒字化を達成するため、あらゆる経費支出の見

直しが必要との認識のもと、人件費削減が必要と判

断し、従業員の給与の減額も決定いたしました。 

① 役員報酬の減額について 

代表取締役社長   月額報酬額の35%減額 

取締役             月額報酬額の30％減額 

部長職以上の管理職  月額報酬額の20%～26％減額 

対象期間 平成21年３月支給分から１年間 

② 従業員給与の減額について 

従業員給与の減額  月額基本給13％（平均） 

対象期間 平成21年４月支給分から１年間 

 本件人件費削減等の合理化による平成22年２月期

における利益影響額は２億７千万円程度を見込んで

おります。 

１．経営合理化について  

 当社は、平成22年４月16日開催の取締役会におい

て、下記の人件費削減等の経営合理化策の実施を決

議いたしました。その概要は以下のとおりです。 

 (1）希望退職者の募集について 

  ① 希望退職者募集の理由 

     当社は、経営基盤を確実に安定化させ営業利

       益を計上できる体質とするため、本募集を実施

       いたします。 

  ② 希望退職者募集の概要 

  募集対象者 

    全正社員 

  募集人数 

   185名 

  募集期間 

   平成22年４月27日～平成22年４月29日 

  退職日 

   平成22年５月20日 

  その他 

   退職者に対しては、会社都合扱いの退職金と

  特別加算金を支給するとともに、希望者に対し 

  ては再就職支援会社を通じた再就職支援を行い 

  ます。  

  希望退職者に伴う特別加算金等は平成23年２月 

  期第１四半期において特別損失として計上する予 

  定であります。  

 (2）役員報酬減額及び給与減額について 

  当社は、上記希望退職を募集することとなったこ

とから役員報酬の減額を拡大して継続すること、及

び人件費構造改革のため従業員の給与も平成23年３

月支給分まで減額幅を拡大して継続することを決定

いたしました。 

  ① 役員報酬等の減額について 

  代表取締役社長   月額報酬額の65%減額 

  取締役       月額報酬額の45%～50%減額 

  部長職以上の管理職 月額報酬額の25%～30%減額 

 （部長職以上の管理職は平成22年５月支給分まで）

 ② 従業員給与の減額 

 従業員※      月額基本給の減額 平均30% 

 対象期間      平成22年6月支給分から  

           平成23年３月支給分まで  

 ※部長職以上の管理職を含む。 
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前事業年度 
（自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

  ２．財務制限条項の変更について 

 当社は平成22年２月期決算において、のぞみ債権回

収株式会社と締結している「金銭準消費貸借契約書」

の財務制限条項に抵触することとなりました。当社は

これらの財務制限条項に抵触したことに伴い、同社と

協議の結果、平成22年４月16日に「金銭準消費貸借契

約書の変更に関する覚書」を締結し、追加担保を差し

入れすることを条件に平成22年２月期決算数値を理由

とする期限の利益喪失を請求する通知を行わないこ

と、および財務制限条項の一部を変更して2011年２月

期EBITDA（営業利益＋減価償却費）を531百万円とす

ることに合意いたしました。 
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  役員の異動 

   (平成22年５月27日付） 

(1）新任取締役    

  社外取締役  高田 修 

   高田 修氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者であります。 

(2）退任予定取締役  

    取締役    池田 善規  

  社外取締役  稲川 琢也 

  社外取締役  寺竹 成史 

  社外取締役  粕谷 進一 

  社外取締役  酒井 善貴  

  

  新任取締役候補 

   氏名    高田 修 

   生年月日  昭和27年７月１日  

   略歴    昭和50年４月  兼松江商㈱（現兼松㈱）入社 

         平成11年12月  カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱入社 

         平成18年３月  ㈱ＴＳＵＴＡＹＡ転籍 

         平成18年４月  ㈱ＴＳＵＴＡＹＡワンダーグー取締役就任 

         平成18年５月  ㈱ＴＳＵＴＡＹＡ執行役員就任 

         平成20年５月  ㈱ワンダーコーポレーション取締役就任（現任） 

         平成22年４月  カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱  

                 ＴＳＵＴＡＹＡ事業本部 出店開発部部長（現任） 

      

 (3）就任予定日 

  平成22年５月27日開催の定時株主総会後の取締役会において就任予定。 
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