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平成22年５月６日 

 各    位 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

債務免除等の金融支援に関するお知らせ 
 

 

当社は、本日開催の取締役会にてのぞみ債権回収株式会社と当社の金融債務の一部免除を行う

内容の「金銭準消費貸借契約書の変更等に関する覚書」を締結することを決議し、同日付で同社

との間で、当該覚書を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 
１．債務免除等の金融支援を受けるに至った経緯 

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

の縮小やネット通販・音楽配信の普及等の影響から当社を取り巻く経営環境は年々厳しさを

増しております。当社は平成 20 年６月 19 日付「再建計画」において、①マルチブランド戦

略に基づく店舗の再構築を図ること②当社物流センターの見直し③粗利率の改善④人件費の

削減⑤物件費の低減を柱とした事業構造改革を推進してまいりました。①マルチブランド戦

略に基づく店舗の再構築とは、大きさも立地も様々な当社の店舗を、アイテム、規模・立地

及び顧客のニーズなどに合わせて、それぞれ異なるブランドイメージで展開し、再構築する

ものであり、これを出店戦略の基本としました。しかし消費低迷・市場の悪化により、ブラ

ンド変更を伴う大規模な改装は多額の費用が発生する半面、期待する利益が得られないと判

断し計画を修正いたしました。②当社物流センターの見直しとは、楽器及び E コマース事業

以外は当社物流センターの使用を停止することとし、物流費の削減を計画いたしました。2010

年 2 月期にメーカー物流への移行を計画しましたが、利害関係者への交渉に時間がかかった

ことと物流変更による店舗での混乱を避けるため一定の準備期間を設けたことで、2011 年 2

月期にずれ込みました。③粗利率の改善につきましては、値引き施策を多数実施したことと

不稼働在庫商品や閉店店舗の在庫商品の処理を実施したことにより、粗利率の改善には至り

ませんでした。④人件費の削減につきましては、選択定年制度や定年退職による自然減、役員

報酬の減額、従業員の給与削減及びアルバイト時間のコントロールより人件費を削減いたしま

した。⑤物件費の低減につきましては、賃料低減交渉を精力的に実施し、賃料の料率低減に成功し

た店舗も多数ありますが、売上の減少によって契約上の最低保証家賃に抵触し、物件費が高止まり

している店舗が残っております。以上のように、柱となる事業構造改革を着実に進めてまいりまし

たが、一部の計画が未達成であったことと、リーマンショックによって加速化された個人消
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費の落ち込みとデフレの進行により、計画時の想定以上に音楽映像ソフト市場や楽器市場の

低下を招き、同再建計画策定時の想定から乖離が生じました。その結果、平成 22 年２月期に

おきまして、12 億 75 百万円の債務超過の状態となりました。 

このような厳しい経営及び財務状況の中、当社は、筆頭株主である大和証券エスエムビー

シープリンシパル・インベストメンツ株式会社（以下、「DPI」といいます。）及び、のぞみ債

権回収株式会社（以下「のぞみ債権回収」といいます。）と協議を重ねてまいりました。 

当社は、当本決算におきまして、のぞみ債権回収と締結している「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ったことから、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等に関する覚書」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

ことに合意いたしました。当社は、さらに債務超過の状態より脱却するため、DPI 及びのぞ

み債権回収との間で金融支援につき交渉を重ねてまいりましたが、本日、債務免除による金

融支援等を受けることにつき合意いたしました。 

 

２．債務の内容（平成 22 年２月 28 日現在） 

 

借入先 債務の種類 債務額 債務総額 
債務の総額  

に対する割合 
のぞみ債権回収株式会社 借入金 12,212百万円 16,918百万円 72.18% 

 

 

３．金融支援の概要 

(1) 債務免除 

   ① 借入先 のぞみ債権回収株式会社 
  ② 免除を受ける債務の内容及び金額  

債務の種類 借入金 
債務免除の金額 3,000百万円

最近事業年度の末日（平成22年２月28日）の債務の総額 16,918百万円

最近事業年度の末日の債務の総額に対する債務免除額の割合 17.72%

債務免除の効力発生日 平成22年５月６日 

 

(2) その他 

  上記債務免除に先立ち、のぞみ債権回収からは平成 22 年４月 16 日付で「金銭準消費貸

借契約書の変更等に関する覚書」を締結し、追加担保をさしいれ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平成 23 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しております。 

 

(3) 新資本の投入による支援や債務の株式化などを含む自己資本の増強策 

該当事項はありません。 
 
４．上場廃止基準への該当等に関する事項 

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

日、JASDAQ 等における株券上場廃止基準の特例第４条第１項に規定する再建計画等の審査に

係る申請を株式会社大阪証券取引所に対して行います。当該申請に基づき、株式会社大阪証券

取引所において再建計画が適当と認められ、当該再建計画を開示した日の翌営業日である平成
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22年５月７日から１か月間の平均上場時価総額及び当該１か月間の最終日の上場時価総額のい

ずれもが５億円以上となった場合に、上場が維持されます。  

 
５．再建計画の概要 

（1） 再建計画策定に至った原因及び当該計画の基本方針 

当社が再度の金融支援を必要とするに陥った原因として、①売上高の減少による効率性の

低下、②人件費率の上昇、③物件費の固定費化の３つに集約されます。 

このうち、①につきましては、不採算店舗の閉鎖、減坪による坪効率の向上、マルチブラ

ンド戦略における楽器複合化による売上増強などにより、店舗網の再構築を図ることにより

実現することを計画しております。 

次に②につきましては、平成 22 年４月 16 日付「（開示事項の経過報告）経営合理化に関

するお知らせ」にて公表しておりますとおり、希望退職者の募集を実施すること、役員報酬

の減額及び従業員の給与減額を決議し、さらに 2011 年３月を目途に新人事制度を導入して、

漸次、労働分配率の適正値へ是正してまいります。 

また、③につきましては、賃借面積の縮小による物件費低減を含め、物件費比率が高い店

舗につきましては、賃料低減交渉等により一層の削減を進めてまいります。 

 

（2） 計画期間 

平成 22 年度（第 48 期）を計画年度と定め、平成 23 年２月期において経常収支の黒字化 

を実現します。 

 

（3）第 48 期事業計画の事業方針 

 

① SHINSEIDO 事業部 

ア．「適正規模」、「適正分配率」、「適正在庫」 の３適を実施し、事業構造を環境変化に耐

え得る構造に変革します。 

・ 適正規模<売上効率を上げる> 

音楽・映像ソフト店舗の適正規模（現環境における効率的視点）を 50 坪・70 坪を

基準とし、また複合楽器売場の適正規模を 15 坪・20 坪を基準として、全店舗の見

直しを実施し、効率の向上を図ります。 

・ 適正分配率<売上総利益に占める経費分配率を変える>  

店舗段階での売上総利益に占める人件費比率の適正化と、店舗段階での売上総利益に

占める物件費率の適正化を図ります。 
・ 適正在庫<顧客満足度を上げる> 

適正坪当たり在庫に対する未充足部分について、メーカーの協力による在庫導入を実施

します。 
  

イ． 「売場」から「楽場」へのパラダイムシフトとその為の仕込みを行います。 
・ 「楽場」とは「出会い」「発見」「体験」ができる場であり、商品を売る場所からの転換を図り

ます。 
・ デベロッパーへ積極的にイベント仕掛けるチーム新設し、従来型の催事販売（コンサート

会場での即売出店、駅コンコースでのワゴン販売）以外に、郊外型ショッピング・センター

での演歌・歌謡曲、アイドルなどのイベントを積極的に実施いたします。 
 

ウ．「仕事の仕方」（業務プロセス）の総見直しを行います。 
・ 店舗オペレーション 

指示、連絡及び報告業務のルール・ツールの再設定等、業務改革推進部中心として店

舗作業の効率化を進めると同時に、グループ長制を導入し、店舗マネジメント体制の強化
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を図ります。 
・ 本部オペレーション 

オペレーション担当を設置し、本部側においても業務フロー、役割、責任、スケジュール、

ルール、ツールの再設計を行い、業務プロセスの改善を行います。 
 

② 楽器事業部 

ア． NPB/PB 商品の拡大 

・ 低価格品（ギター）を中心にオリジナル商材の導入により、利益率改善を図る予定です。 
イ． 楽器部品・消耗品類の強化 

・ 顧客動向の購買動機分析の結果、楽器部品・消耗品関係の品揃えの充実を図ることによ

って、現状の体制のままであっても、売上の拡大とともに、同業他社と同水準の粗利率を

安定的に確保できる見通しです 
 

③ 業務改革推進部 

 

ア．「サービス・プロフィット・チェーン」の確立 

・ 業務改善を進め店舗人時の圧縮を図り、ES 向上と同時に新星堂の CS のスタイルを

再構築し、サービス・プロフィット・チェーンの確立を目指します。  

 

④ 管理本部 

・ 業務見直し・削減→「業務棚卸しの実施」「定型業務の外注化」と 組織の融合（総

務、経理、企画を一本化）と一人３役体制の早期確立をしてまいります。 

 

⑤ 人件費の削減 

希望退職募集による人員削減(185 名の募集に対して 175 名が応募)、役員報酬の減額及

び従業員の給与減額の拡大、さらに 2011 年３月を目途に新人事制度を導入して、労働分

配率の適正化を行います。前期・当期の退店等によるアルバイト臨時従業員等の削減を織

り込み、役員報酬削減及び給与減額も既に実施しております。また、SHINSEIDO 事業部に

おいては、ベテラン店長を３～４店を統括するグループ長として配置して、担当店舗の業務指

導とエリア社員及びアルバイトの戦力化を図ることで、社員数の減少による売上高低下を防いで

いきます。これらの諸施策を実行することによって、労働分配率 40％以下とすることを目

標とし、その結果、人件費総額は、前事業年度と比較して約 14 億円の削減を見込んでお

ります。 

 
⑥ 物件費の削減 

当社は店舗の出店先の形態別に物件費の基準値を設定し、この基準値を超える店舗に

ついては、物件費低減交渉をさらに推し進め、適正水準を確保してまいります。物件費削

減は、ロジスティクスセンター縮小に伴う賃料低減が実現し、売上減少に伴う賃貸料低減

額、退店・前期の賃料低減の効果を織り込んでおり、さらに減坪等の交渉により実現して

まいります。その結果、物件費総額は、前事業年度と比較して約９億円の削減を見込んで

おります。 

 
⑦ その他経費削減 

自社物流センターの移転縮小による運賃荷造費用の削減をはじめ、経費全般において

さらに圧縮を図ります。 
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（4）数値計画 

本再建計画における第 48 期事業年度の予想損益計算書の概要は以下のとおりですが、諸施

策を確実に履行し、計画の達成に邁進する所存であります。 

 

  【予想損益計算書の概要】 

（単位：百万円） 

 H22/2 期 

（実績） 

H23/2 期 

（計画） 

売上高 35,269 31,267

営業利益 △1,777 205

経常利益 △1,996 35

特別利益 100 3,027

特別損失 1,255 499

当期純利益 △3,226 2,460

※  平成 23 年２月期の特別利益 3,027 百万円中、のぞみ債権回収による債務免除に基づく債

務免除益 3,000 百万円を計上しております。    

 

（5）株式の消却 

本再建計画において、当社株式の消却は予定しておりません。 
 
６．本再建計画に対するのぞみ債権回収の合意 

当社は、のぞみ債権回収から、本再建計画に対する合意を得ております。 
 

７．今後の見通し 

当社は、前記の金融支援を受け、債務超過の状態から脱却することにより、財務基盤の一定

の強化を図ることが可能となります。今後、本再建計画の確実な実現に努め、事業力、収益力

の回復及び強化に邁進していく所存でございます。 

なお、当社は、平成 22 年４月 22 日付「平成 22 年２月期 決算短信（非連結）」により平成

23 年２月期の業績予想を公表しておりますが、当該業績予想は公表日現在において入手可能な

情報に基づき算定したものであり、今般の金融支援等は反映されておりません。そこで、金融

支援等を反映させた業績予想を再度策定し、その詳細を本日付「特別利益及び特別損失の発生

並びに平成 23 年２月期業績予想の修正に関するお知らせ」にて公表しております。 

以  上 


