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（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 ％ 

25年２月期  23,590  △9.5  △1,016  －  △917  －  2,155  －

24年２月期  26,063  △11.6  △231  －  △366  －  △879  －

  
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 ％ ％ ％ 

25年２月期  61.17  －  203.7  △9.0  △4.3

24年２月期  △24.96  －  △227.2  △2.8  △0.9

（参考）持分法投資損益 25年２月期 －百万円   24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 

25年２月期  8,126  2,159  26.6  59.61

24年２月期  12,317  △42  △0.3  △1.22

（参考）自己資本 25年２月期 2,159百万円   24年２月期 △42百万円

  
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 

25年２月期  298  1,245  △1,245  779

24年２月期  △120  814  △981  481

  
年間配当金 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 ％ ％

24年２月期 －  0.00 － 0.00 0.00  － － －

25年２月期 －  0.00 － 0.00 0.00  － － －

26年２月期（予想） －  0.00 － 0.00 0.00   －  

３．平成26年２月期の業績予想（平成25年３月１日～平成26年２月28日）

  （％表示は、通期は対前期、四半期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）  9,770  △19.6  △70  －  △70  －  △110  －  △3.04

通期  19,900  △15.6  70  －  80  －  0  －  0.00



※  注記事項 

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

 
  
（２）発行済株式数（普通株式） 

  
  
  
※  監査手続の実施状況に関する表示 

  
※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更： 無

②  ①以外の会計方針の変更              ： 無

③  会計上の見積りの変更                ： 有

④  修正再表示                          ： 無

（注）詳細は、添付資料Ｐ．17「４．財務諸表（６）会計上の見積りの変更」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年２月期 36,249,090株 24年２月期 35,249,090株

②  期末自己株式数 25年２月期 26,945株 24年２月期 26,645株

③  期中平均株式数 25年２月期 35,241,378株 24年２月期 35,222,899株

・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表

に対する監査手続が実施中です。

（将来に関する記述等についてのご注意） 

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等

は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての

注意事項等については、添付資料Ｐ.２「１．経営成績・財政状態に関する分析（１）経営成績に関する分析」をご

覧ください。
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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、長期化する欧州の債務問題や新興国の景気減速など不安定な状況が続いてお

り、平成24年12月に新政権の誕生を受けての株価の上昇など明るい兆しも一部見えてきたものの、全体的には不透明

な状況で推移いたしました。 

当社が属する音楽小売業界におきましては、音楽ソフト市場は、特にシングルＣＤや音楽ＤＶＤが好調に推移し、

６年ぶりに前年を上回る生産実績となりましたが、映像ソフト市場は、依然として前年を下回る状況にあります。 

このような事業環境において、当社は「音楽生活提案のリーディングカンパニー」を目指して、音楽・映像ソフト

の専門店として求められる様々なニーズに応えられるよう、引き続きＣＳを強化して、さらにご愛顧頂ける魅力的な

売場作りを進めてまいりました。また、多様化している音楽・映像の楽しみ方に応えるべく参加型イベント等の即時

販売をより強化し、通販システムのリニューアルなどを進めて売上増大を目指してまいりました。 

一方、損益面では、不採算店舗の閉鎖や経費の圧縮、取引条件の改定による粗利率の改善等に尽力してまいりまし

たが、売上高の減少を補うまでには至りませんでした。 

この結果、当事業年度の売上高は、235億90百万円（前事業年度260億63百万円、前事業年度比90.5％）、営業損失

は、10億16百万円（前事業年度は２億31百万円の営業損失）、経常損失は、９億17百万円（前事業年度は３億66百万

円の経常損失）となりました。 

当期純利益は、平成25年２月27日付で、株式会社ワンダーコーポレーション（以下、「ワンダー」といいます。）

より43億23百万円の債務免除を受けたことなどにより、21億55百万円(前年同期は８億79百万円の当期純損失)となり

ました。 

  

なお、当事業年度末の店舗数は139店舗（前事業年度末比41店舗減少）であります。 

   

 このような状況のなか、業種業態を超えた企業間競争が激化するエンタテインメント小売業界の再構築を目指し

て、当社は平成24年12月20日付でワンダーと資本・業務提携契約（以下、「本提携」といいます。）を締結し、本提

携に基づくワンダーによる当社株式の公開買付の成立と当社に対する貸付債権の取得により、平成25年２月７日付で

ワンダーの子会社となりました。 

 当社は、本提携によって、現在当社が対応しきれていない事業の環境変化への対応、ＩＴシステムへの対応を進

め、かつ、共同商品調達・共同商品開発による顧客価値の増大、物流やＩＴシステムの連携や本社機能の協働化によ

るコスト削減、人事交流や店舗運営ノウハウの共有による生産性の向上といったシナジーを得ることによって、消費

者のニーズに応えるための専門性及び利便性を更に強化し、より効率的な店舗運営を達成することで収益基盤の安定

化を図って参ります。 

  

また、当社がワンダーとエンタテインメント小売業におけるトップ企業グループを目指す上で、楽器事業について

は他の企業に運営を委ねる方が楽器事業の事業価値の向上にとって有益であり、また、当社の経営資源をエンタテイ

ンメントソフトに集中させることが、当社の経営改善や成長にとっても重要であると判断し、平成25年２月１日付で

楽器事業部門を株式会社山野楽器へ事業譲渡いたしました。 

  

セグメント別の業績は、次のとおりであります。 

   

（音楽事業） 

音楽・映像ソフトにつきましては、前事業年度に引き続き、「３適」（「適正規模」、「適正分配率」、「適正在

庫」）の実現、「売場」から「楽場」（＝「出会い」「発見」「体験」できる場）への転換を推進してまいりまし

た。具体的には、各店舗の在庫内容の適正化に向けて回転率の低い在庫商品を削減し、同時に粗利率改善の為の条件

改善交渉を継続して推進しました。また、「楽場」実現の一環としてイベント企画チームの人員の増強を図り、大型

イベントへの積極的参加や全国各所におけるイベント即売回数を増加し、また池袋にオープンしたアイドルイベント

専用店舗ではアーティストを身近に共感できるイベントを継続して開催いたしました。さらに、平成24年12月から事

業年度末にかけて、売上及び資金確保のために大胆な値引き施策等を行ないましたが、店舗数の減少もあり当事業年

度の売上高は182億１百万円（前事業年度は197億65百万円、前事業年度比92.1％）となりました。 

  

１．経営成績・財政状態に関する分析
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楽器関連につきましては、平成24年夏頃からギター商品及びピアノ商品の販売が苦戦した中で、ＰＢギターの販売

が堅調に推移したものの、楽譜・楽器アクセサリー等の小物商品類が落ち込み、また、平成25年２月１日付で楽器事

業部門を株式会社山野楽器に事業譲渡をしたことから、当事業年度の売上高は39億39百万円（前事業年度は45億58百

万円、前事業年度比86.4％）となりました。 

  

通販につきましては、平成24年７月より新システムでの運用を開始し、サイト訪問者数は着実に増加しつつありま

す。コンバージョンレート（購入率）の改善、客単価向上に向けて、ＳＮＳの活用も始めましたが、新システム稼働

前の約１ヶ月間の受注を控えたことから当事業年度の売上高は７億42百万円（前事業年度は８億73百万円、前事業年

度比85.0％）となりました。 

  

モバイル事業につきましては、新製品であるiPhone５の獲得に注力したものの、大手家電量販店による携帯通信端

末の取扱拡大等による顧客獲得競争の激化から販売台数が低迷し、業績改善の見込めない店舗の縮小を進めた結果、

当事業年度の売上高は４億22百万円（前事業年度は６億75百万円、前事業年度比62.5％）となりました。 

  

以上から、当事業年度の音楽事業の売上高は229億91百万円（前事業年度は253億83百万円、前事業年度比90.6%）と

なりました。 

   

なお、当事業年度末の店舗数は音楽・映像ソフト店舗は135店舗 （前事業年度末149店舗）、楽器店舗は０店舗 

（前事業年度末15店舗）、モバイル店舗は３店舗 （前事業年度末15店舗）であります。 

  

（書籍事業） 

書籍事業につきましては、地域密着型の店舗として、話題商品の訴求や来店されたお客様へのきめ細かな接客によ

り売上の確保に努め、特に女性客を獲得するための売場づくりに向けた展開を強化してまいりましたが、近隣への競

合店の新規出店の影響を受け、当事業年度の売上高は計画値を下回る４億36百万円 (前事業年度は５億13百万円、前

事業年度比85.0％）となりました。 

  

当事業年度末の店舗数は１店舗（前事業年度末店舗１店舗）であります。 

  

（その他） 

不動産賃貸等につきましては、当事業年度において３件の賃貸物件の売却を行ったため、売上高は１億62百万円

（前事業年度１億66百万円、前事業年度比97.6％）となりました。 

  

（次期の見通し） 

次期の見通しにつきましては、主力の音楽・映像ソフト市場規模については縮小もしくは横ばいが続くことが予想

されますが、ワンダーとの資本・業務提携により、店舗の差別化・顧客価値の向上に向けて取り組み、売上増大、粗

利改善、業務の効率化、ブランド力の向上を図ってまいります。 

なお、平成26年２月期の業績予想は、売上高199億円、営業利益70百万円、経常利益80百万円、当期純利益は０百万

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46億円であり、前事業年度末に比べ29億円80百万円減少いたしました。減少

の要因は、主に楽器事業部門の事業譲渡及び全社にわたる仕入の抑制から、たな卸資産（貯蔵品含む）が25億82百万円

減少したこと、及び売掛金が２億81百万円減少したことなどによるものです。 

  

（固定資産） 

 当事業年度末における固定資産の残高は35億25百万円であり、前事業年度末に比べ12億10百万円減少いたしました。

減少の要因は、主に楽器事業部門の事業譲渡に伴い有形固定資産の建物・構築物・器具備品が77百万円、敷金及び保証

金が３億49百万円減少したこと、敷金及び保証金の返還により敷金及び保証金が４億64百万円減少したこと、自社所有

不動産３件の売却により土地が１億81百万円減少したことなどによるものです。 

  

（流動負債） 

当事業年度末における流動負債の残高は17億80百万円であり、前事業年度末に比べ５億27百万円減少いたしまし

た。減少の要因は、主に１年内返済予定の長期借入金２億76百万円を弁済したこと、仕入の抑制及び楽器事業譲渡など

により買掛金が３億34百万円減少したこと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41億86百万円であり、前事業年度末に比べ58億65百万円減少いたしまし

た。減少の要因は、主に長期借入金のうち10億14百万円を弁済し、44億93百万円の債務免除を受けたこと、また楽器部

門の事業譲渡などに伴い退職給付引当金が１億88百万円減少したこと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21億59百万円となり、前事業年度末に比べ22億２百万円増加し、債務超過の状態を解

消いたしました。増加の要因は、主に当期純利益21億55百万円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） 

 営業活動による現金及び現金同等物（以下、「資金」といいます。）の増加は２億98百万円（前事業年度は１億20百

万円の減少）となりました。これは主に、税引前当期純利益を21億81百万円計上し、事業譲渡損失を11億17百万円計上

する一方、債務免除益44億93百万円を計上したこと、また仕入債務が３億34百万円減少したものの、売上債権が２億81

百万円減少し、たな卸資産が13億45百万円減少したことなどによるものです。 

  

（投資活動によるキャッシュフロー） 

 投資活動による資金の増加は12億45百万円（前事業年度は８億14百万円の増加）となりました。これは主に、定期預

金の払戻による収入が２億55百万円あったこと、また有形固定資産の売却による収入が１億89百万円、敷金及び保証金

の回収による収入が４億83百万円あったことなどによるものです。 

  

（財務活動によるキャッシュフロー） 

 財務活動による資金の減少は12億45百万円（前事業年度は９億81百万円の減少）となりました。これは主に、新株発

行による収入が46百万円あったものの、長期借入金の返済による支出が12億91百万円あったことによるものです。 

  

(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、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 事業環境について 

 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により、当社の業績に影響を与える可

能性があります。 

② 自然災害等について 

 店舗展開している地域において、大規模な地震や風災害、火災、突発的な事故や感染病等の発生により、店舗の損

壊や店舗への商品供給の停止、その他店舗の営業継続に支障をきたす事態が発生した場合、経営成績と財務状況に影

響を及ぼす可能性があります。 

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 税制改正等によるリスク 

 今後の税制改正により消費税率等が引き上げられた場合、個人消費に大きな影響が生じることが予想されます。ま

た、当社では多数の短時間労働者を雇用しており、社会保険等に関する法令の改正が行われた場合、人件費の企業負

担増加が予想され、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑤ 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、個人情報保護法及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。 

⑥ 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16億47百万円と

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。 

  

(５）継続企業の前提に関する重要事象等 

当社は、前期まで７期連続して営業損失及び経常損失を計上しており、当期におきましても、営業損失10億16百

円、経常損失９億17百万円を計上したことから、当社には継続企業の前提に関する重要な事象等が生じております。

当該状況を解消するため当社は、「３．経営方針 (３)中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題」に記載

のとおり、株式会社ワンダーコーポレーションと資本・業務提携契約を締結し、平成25年２月７日付にて同社の子会

社となりました。これにより、現在当社が対応しきれていない事業の環境変化への対応を進め、かつ物流やＩＴシス

テムの連携や本社機能の協働化によるコスト削減、さらに効率的な店舗運営を達成すること等により、今後の収益基

盤の安定化をはかってまいります。 

 以上のことから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。 
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 当社グループ (当社及び当社の関係会社）は、当社及び子会社２社、関係会社１社により構成され、音楽事業、書籍

事業、その他事業として不動産賃貸事業を行っております。 

 当社の親会社は平成25年２月７日より株式会社ワンダーコーポレーションであり、同社の企業集団は直営店及びＦＣ

事業、エコ・プロデュース事業、インターネット・カフェ事業、Ｅコマース事業を行っております。    

当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは、次のとおりであります。  

（注）平成24年12月20日開催の取締役会において、株式会社光通信との資本提携の解消及び、光通信グループ企業であ

るテレコムサービス株式会社と当社が設立した合弁会社、新星堂モバイルプラス株式会社について清算すること

を決議しております。 

事業の系統図は、以下のとおりであります。 

 
  

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 

  

電気通信サービス、放送サービスの加入手続きに

関する代理店業務及び電気通信機器の販売並びに

付帯する一切の事業 

当社  

新星堂モバイルプラス㈱(関連会社） 

  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 

その他事業 不動産賃貸 当社  
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(１)会社の経営の基本方針 

 当社は、「ＤＯ ＦＯＲ ＨＥＡＲＴＳ 心豊かな社会の実現に貢献する」という経営理念の下、「音楽生活提案の

リーディングカンパニーを目指す」というビジョンを掲げております。感動は人の心を豊かにするものであり、感動

の共有が共感を生み、他者に対する思いやりが生まれ、人と人とがつながっていきます。当社は、お客様の一人ひと

りの「感動との出会い」やそうした感動を共有できる「場」を提供していくことを目指しており、感動の提供によっ

て心豊かな社会の実現に貢献していくことを基本方針としております。 

  

(２)目標とする経営指標 

 平成18年２月期より８期連続して営業損失・経常損失を計上しており、経営方針を具現化するためにも収益基盤の

安定化が急務であることから、営業利益・経常利益を重要な指標ととらえております。 

  

(３)中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題 

 当社は、平成24年12月20日付で株式会社ワンダーコーポレーション（以下、「ワンダー」といいます。）と資本・

業務提携契約（以下、「本提携」といいます。）を締結し、平成25年２月７日付でワンダーの子会社となりました。

当社は、本提携によって、現在当社が対応しきれていない事業の環境変化への対応、ＩＴシステムへの対応を進め、

かつ、共同商品調達・共同商品開発による顧客価値の増大、物流やＩＴシステムの連携や本社機能の協働化によるコ

スト削減、人事交流や店舗運営ノウハウの共有による生産性の向上といったシナジーを得ることによって、消費者の

ニーズに応えるための専門性及び利便性を更に強化し、より効率的な店舗運営を達成することで収益基盤の安定化を

図り、業種業態を超えた企業間競争が激化するエンタテインメント小売業界の再構築を目指して参ります。 

当社は業績不振によるタイトな資金繰りから、店頭在庫が減少する等店頭が疲弊していました。また、売上高の縮

小を販管費の圧縮で補いきれない状況が続いています。 

これらの課題に対処すべく、小売業の原点である「店頭」の力を強化するため、経営資源（資金・人材）を店頭に

集中させて収益力の強化を図るとともに、ワンダーとの業務の統合プロジェクトを着実に推進し、本社コストの削減

を行うとともに、借入金を圧縮して財務体質の強化を図ります。  

①「店頭の力」の育成・強化 

ア．在庫構成の改善 

資金繰りの観点から仕入れを抑制してきたため、追加投入もままならなかった売れ筋の商品（在庫回転率４～

５回転の商品）をワンダーの協力を得て仕入資金の確保を行いつつ、平成25年３月より順次投入します。 

イ．楽器複合店を縮小し事業を集中化 

平成25年２月より楽器複合型店舗の見直しを行い、音楽・映像ソフト又は他の商材の導入によって収益の増強

を図ります。 

ウ．店舗発注の再開 

現在、本部（商品部）で行っている商品発注を、システム更新後より段階的に店舗発注に切り替え、従来以上

に顧客のニーズをきめ細かく正確に捉えて、迅速に対応していきます。  

②ワンダーとの統合プロジェクトの推進 

ア．商流統合 

平成25年４月より、仕入先メーカーとの契約・帳合をワンダーと一本化(商流統合）します。さらに、商流統

合後は、物流についても一本化（物流統合）を図る予定です。 

イ．ＩＴシステムの更新 

ワンダーのＩＴインフラ（ＰＯＳシステム、基幹システム、会計システム）を平成25年３月より順次導入し、

システム開発・維持コストを削減します。 

ウ．本社組織の改編 

本社を茨城県つくば市に移転し、不動産コストを節減すると同時に、本社業務をゼロベースで見直し、定型業

務（伝票入力、用度品・消耗品の発注管理等）についてはワンダーに委託する等、本社組織のスリム化と経費

面でのスケールメリットを追求します。 

③借入金の圧縮 

 約定弁済や資産・事業売却による返済に加え、ワンダー及び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より債務免除を受け、当事業年度末の借入金は28億29百万円となり、前事業年度末より57億

84百万円減少いたしました。更に、資産処分を進め借入金の圧縮を図り、財務体質の改善を進めてまいります。

  

(４)その他、会社の経営上重要な事項 

（内部統制の強化） 

 財務報告に関する業務の標準化を進め、業務記述書、フローチャート及びリスクコントロールマトリックス等の一

層の精度向上を図り、内部統制が十分機能する体制を構築します。 

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24年２月29日) 

当事業年度 
(平成25年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 736,566 779,426

売掛金 932,562 650,632

商品及び製品 5,519,148 2,934,690

貯蔵品 3,000 4,865

前渡金 9,479 5,260

前払費用 39,048 26,638

未収収益 164,123 102,321

未収入金 130,612 96,942

その他 51,882 3,747

貸倒引当金 △5,093 △3,626

流動資産合計 7,581,330 4,600,899

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,249,615 2,542,152

減価償却累計額 △2,509,297 △2,061,087

建物（純額） 740,317 481,064

構築物 17,568 13,018

減価償却累計額 △17,115 △12,854

構築物（純額） 452 163

工具、器具及び備品 2,265,666 1,892,743

減価償却累計額 △2,121,699 △1,800,930

工具、器具及び備品（純額） 143,966 91,813

土地 1,194,478 1,013,226

有形固定資産合計 2,079,214 1,586,269

無形固定資産   

借地権 46,803 46,803

商標権 1,950 1,650

ソフトウエア 57,397 45,344

電話加入権 22,599 7,780

無形固定資産合計 128,750 101,578
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年２月29日) 

当事業年度 
(平成25年２月28日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 19,551 21,428

関係会社株式 78,513 78,513

出資金 369 205

関係会社長期貸付金 97,000 99,000

長期前払費用 3,890 －

敷金及び保証金 2,460,731 1,647,125

長期未収入金 69,193 50,721

その他 15,200 14,866

貸倒引当金 △216,709 △74,025

投資その他の資産合計 2,527,741 1,837,835

固定資産合計 4,735,706 3,525,683

資産合計 12,317,036 8,126,582

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,529,525 1,194,939

1年内返済予定の長期借入金 320,000 18,472

1年内返済予定の関係会社長期借入金 － 25,000

未払金 183,282 143,042

未払費用 102,293 82,098

未払法人税等 94,536 110,887

前受金 41,633 39,859

預り金 15,239 13,322

事業構造改善引当金 － 85,877

資産除去債務 6,515 21,500

その他 15,058 45,891

流動負債合計 2,308,084 1,780,891

固定負債   

長期借入金 8,293,573 1,810,861

関係会社長期借入金 － 975,000

再評価に係る繰延税金負債 120,358 75,963

退職給付引当金 1,092,584 904,299

長期未払金 2,416 －

長期預り保証金 81,969 78,023

繰延税金負債 23,610 16,304

資産除去債務 437,337 326,073

固定負債合計 10,051,851 4,186,525

負債合計 12,359,936 5,967,417
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年２月29日) 

当事業年度 
(平成25年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,541,298 4,564,298

資本剰余金   

資本準備金 775,506 798,506

資本剰余金合計 775,506 798,506

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △3,905,583 △1,669,576

利益剰余金合計 △3,905,583 △1,669,576

自己株式 △9,588 △9,601

株主資本合計 1,401,631 3,683,625

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,252 2,664

土地再評価差額金 △1,446,784 △1,527,125

評価・換算差額等合計 △1,444,531 △1,524,460

純資産合計 △42,899 2,159,165

負債純資産合計 12,317,036 8,126,582

(株）新星堂（7415）平成25年２月期決算短信[日本基準]（非連結）
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年３月１日 

 至 平成24年２月29日) 

当事業年度 
(自 平成24年３月１日 

 至 平成25年２月28日) 

売上高 26,063,126 23,590,689

売上原価   

商品期首たな卸高 5,762,434 5,519,148

当期商品仕入高 18,082,701 15,925,023

合計 23,845,136 21,444,172

他勘定振替高 － 1,236,715

商品期末たな卸高 5,519,148 2,934,690

商品売上原価 18,325,987 17,272,766

売上総利益 7,737,139 6,317,922

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 129,498 127,593

給料及び手当 2,784,674 2,596,128

地代家賃 3,048,075 2,824,726

支払手数料 619,345 607,120

減価償却費 214,065 182,005

その他 1,172,639 997,000

販売費及び一般管理費合計 7,968,298 7,334,574

営業損失（△） △231,158 △1,016,651

営業外収益   

受取利息 3,326 3,132

受取配当金 790 549

受取手数料 35,579 26,563

営業補償金受取額 5,717 －

損害補償金受取額 5,005 1,630

受取賃貸料 7,758 6,495

貸倒引当金戻入額 － 120,950

その他 9,135 12,257

営業外収益合計 67,314 171,579

営業外費用   

支払利息 136,812 55,979

社債利息 50,000 －

その他 16,257 16,923

営業外費用合計 203,069 72,903

経常損失（△） △366,913 △917,975

特別利益   

債務免除益 － 4,493,173

固定資産売却益 36,888 31,607

その他 12,178 4,819

特別利益合計 49,067 4,529,600

(株）新星堂（7415）平成25年２月期決算短信[日本基準]（非連結）
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年３月１日 

 至 平成24年２月29日) 

当事業年度 
(自 平成24年３月１日 

 至 平成25年２月28日) 

特別損失   

固定資産売却損 － 24,344

固定資産除却損 7,633 43,568

減損損失 18,394 153,284

事業譲渡損 － 1,117,258

事業構造改善引当金繰入額 － 85,877

関係会社清算損 － 5,494

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 394,646 －

災害による損失 8,259 －

投資有価証券売却損 5,766 －

その他 19,750 －

特別損失合計 454,450 1,429,827

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △772,296 2,181,796

法人税、住民税及び事業税 84,503 78,059

法人税等調整額 22,365 △51,929

法人税等合計 106,869 26,130

当期純利益又は当期純損失（△） △879,165 2,155,665

(株）新星堂（7415）平成25年２月期決算短信[日本基準]（非連結）
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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23年３月１日 

 至 平成24年２月29日) 

当事業年度 
(自 平成24年３月１日 

 至 平成25年２月28日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 4,541,298 4,541,298

当期変動額   

新株の発行 － 23,000

当期変動額合計 － 23,000

当期末残高 4,541,298 4,564,298

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 775,506 775,506

当期変動額   

新株の発行 － 23,000

当期変動額合計 － 23,000

当期末残高 775,506 798,506

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

当期首残高 △3,026,418 △3,905,583

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △879,165 2,155,665

土地再評価差額金の取崩 － 80,341

当期変動額合計 △879,165 2,236,006

当期末残高 △3,905,583 △1,669,576

自己株式   

当期首残高 △9,555 △9,588

当期変動額   

自己株式の取得 △33 △13

当期変動額合計 △33 △13

当期末残高 △9,588 △9,601

株主資本合計   

当期首残高 2,280,830 1,401,631

当期変動額   

新株の発行 － 46,000

当期純利益又は当期純損失（△） △879,165 2,155,665

自己株式の取得 △33 △13

土地再評価差額金の取崩 － 80,341

当期変動額合計 △879,198 2,281,993

当期末残高 1,401,631 3,683,625

(株）新星堂（7415）平成25年２月期決算短信[日本基準]（非連結）
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年３月１日 

 至 平成24年２月29日) 

当事業年度 
(自 平成24年３月１日 

 至 平成25年２月28日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △1,054 2,252

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,307 412

当期変動額合計 3,307 412

当期末残高 2,252 2,664

土地再評価差額金   

当期首残高 △1,463,046 △1,446,784

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 16,261 －

土地再評価差額金の取崩 － △80,341

当期変動額合計 16,261 △80,341

当期末残高 △1,446,784 △1,527,125

評価・換算差額等合計   

当期首残高 △1,464,100 △1,444,531

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 19,569 412

土地再評価差額金の取崩 － △80,341

当期変動額合計 19,569 △79,928

当期末残高 △1,444,531 △1,524,460

純資産合計   

当期首残高 816,729 △42,899

当期変動額   

新株の発行 － 46,000

当期純利益又は当期純損失（△） △879,165 2,155,665

自己株式の取得 △33 △13

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 19,569 412

当期変動額合計 △859,629 2,202,064

当期末残高 △42,899 2,159,165

(株）新星堂（7415）平成25年２月期決算短信[日本基準]（非連結）

14



（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年３月１日 

 至 平成24年２月29日) 

当事業年度 
(自 平成24年３月１日 

 至 平成25年２月28日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △772,296 2,181,796

減価償却費 225,098 188,223

減損損失 18,394 153,284

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,206 △144,150

退職給付引当金の増減額（△は減少） △79,948 △188,285

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） － 85,877

受取利息及び受取配当金 △4,117 △3,682

支払利息及び社債利息 186,812 55,979

事業譲渡損益（△は益） － 1,117,258

固定資産売却損益（△は益） △36,888 △7,263

固定資産除却損 7,633 43,568

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 394,646 －

債務免除益 － △4,493,173

売上債権の増減額（△は増加） 201,691 281,930

たな卸資産の増減額（△は増加） 243,379 1,345,878

仕入債務の増減額（△は減少） △166,038 △334,585

未払又は未収消費税等の増減額 △98,492 74,914

その他 77,340 121,842

小計 198,421 479,414

利息及び配当金の受取額 4,196 3,687

利息の支払額 △186,849 △55,794

確定拠出年金移換金の支払額 △46,799 △44,447

法人税等の支払額 △89,565 △84,509

営業活動によるキャッシュ・フロー △120,597 298,351

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 △55,000 －

定期預金の払戻による収入 550,000 255,000

有形固定資産の取得による支出 △88,508 △73,685

有形固定資産の売却による収入 102,338 189,446

有形固定資産の除却による支出 △39,823 △58,977

無形固定資産の取得による支出 △18,465 △56,137

無形固定資産の売却による収入 51,135 －

投資有価証券の取得による支出 △1,138 △1,237

投資有価証券の売却による収入 10,703 －

敷金及び保証金の差入による支出 △116,043 △16,748

敷金及び保証金の回収による収入 416,062 483,100

貸付金の回収による収入 3,453 417

事業譲渡による収入 － 524,155

投資活動によるキャッシュ・フロー 814,715 1,245,335

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 △981,870 △1,291,955

株式の発行による収入 － 46,000

自己株式の取得による支出 △33 △13

財務活動によるキャッシュ・フロー △981,903 △1,245,969

(株）新星堂（7415）平成25年２月期決算短信[日本基準]（非連結）
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年３月１日 

 至 平成24年２月29日) 

当事業年度 
(自 平成24年３月１日 

 至 平成25年２月28日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9 142

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △287,796 297,860

現金及び現金同等物の期首残高 769,363 481,566

現金及び現金同等物の期末残高 481,566 779,426

(株）新星堂（7415）平成25年２月期決算短信[日本基準]（非連結）
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 該当事項はありません。 

  

会計上の見積りの変更 

（退職給付引当金の数理計算上の差異及び過去勤務債務の費用処理年数の変更） 

 従来数理計算上の差異及び過去勤務債務の費用処理年数は12年としておりましたが、従業員の平均残存勤務期間

が短縮した為、当事業年度より費用処理年数を９年に変更しております。この変更により、当事業年度の営業損失

及び経常損失は、それぞれ 千円減少し税引前当期純利益は同額増加しております。 

  

（退職給付債務の計算の基礎に係る割引率の変更） 

 期首時点の退職給付債務の計算において適用した割引率は2.2％でありましたが、割引率の変更により退職給付

債務の額に影響を及ぼすと判断し、割引率を1.5％に変更しております。  

  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）会計上の見積りの変更

98,345

（７）追加情報

(株）新星堂（7415）平成25年２月期決算短信[日本基準]（非連結）
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該当事項はありません。 

  

１．報告セグメントの概要 

  当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の

 配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う対象となっているものであります。  

   当社は、商品ごとに事業部（営業部）を設置して売上高や商品仕入管理を行っておりますが、１つの店舗内で複数

 の事業部 (営業部）にまたがる商品 (音楽・映像ソフト、楽器、スマートフォン）を、当社の主要顧客である音楽ユ

 ーザーに対して提供しております。また、定期的な損益の測定を店舗別に集約して実施していることから、これら 

 を音楽事業としての報告セグメントとしております。 

  当社は、「音楽事業」及び「書籍事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 各セグメントに含まれている主な店舗業態の種類は、以下のとおりであります。  

  「音楽事業」ＣＤ等音楽ソフト類、ＤＶＤ等の映像ソフト類及び楽器等全般の販売と卸売及び通信販売、 

        電気通信機器の販売等をしております。 

  「書籍事業」書籍全般及び文房具の販売をしております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と概ね同一であります。

  報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

 前事業年度（自  平成23年３月１日  至  平成24年２月29日） 

                                              （単位：千円）

  

（８）財務諸表に関する注記事項

（持分法損益等）

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報

  
報告セグメント   その他 調整額 

財務諸表 
計上額 

 音楽事業  書籍事業 計   (注）２  (注）３,４ (注）５ 

売上高        

外部顧客への売上

高  
 25,383,293  513,027  25,896,320  166,806  －  26,063,126

セグメント間の内

部売上高 

  又は振替高  

 －  －  －  －  －  －

計   25,383,293  513,027  25,896,320  166,806  －  26,063,126

セグメント利益又

はセグメント損失

(△） 

 383,065  67,782  450,847  126,781  △808,788  △231,158

その他の項目                               

減価償却費  182,798  1,806  184,605  11,033  29,460  225,098

(株）新星堂（7415）平成25年２月期決算短信[日本基準]（非連結）
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当事業年度（自  平成24年３月１日  至  平成25年２月28日） 

                                              （単位：千円）

（注） １. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．その他の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸等であります。 

  また、携帯販売に係る売上高及び損益は、音楽事業に含めております。 

３．セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額は各報告セグメントに配分していない全社費用

千円（前事業年度 千円）であります。  

４．減価償却費の調整額 千円（前事業年度 千円)は各報告セグメントに帰属しない全社資産に係る

  ものであります。    

５．セグメント利益又はセグメント損失（△）合計は、財務諸表の営業損失と調整を行っております。 

６．セグメント資産については、各セグメントに資産を配分していないため、記載を省略しております。 

  

 （注） １株当たり当期純利益金額又は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。 

  
報告セグメント   その他 調整額 

財務諸表 
計上額 

 音楽事業  書籍事業 計   (注）２  (注）３,４ (注）５ 

売上高        

外部顧客への売上

高  
 22,991,902  436,034  23,427,937  162,751  －  23,590,689

セグメント間の内

部売上高 

  又は振替高  

 －  －  －  －  －  －

計   22,991,902  436,034  23,427,937  162,751  －  23,590,689

セグメント利益又

はセグメント損失

(△） 

 △289,008  62,959  △226,049  123,233  △913,835 △1,016,651

その他の項目                               

減価償却費  149,129  1,416  150,546  6,218  31,458  188,223

913,835

808,788

31,458 29,460

（１株当たり情報）

前事業年度 
 (自 平成23年３月１日 

至 平成24年２月29日） 

当事業年度 
 (自 平成24年３月１日 

至 平成25年２月28日） 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期利益金額について 

は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため 

記載しておりません。  

１株当たり純資産額 円 銭△1 22

１株当たり当期純損失金額 円 銭24 96

なお、潜在株式調整後１株当たり当期利益金額について 

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。  

１株当たり純資産額 円 銭59 61

１株当たり当期純利益金額 円 銭61 17

  
前事業年度 

 (自 平成23年３月１日 
至 平成24年２月29日） 

当事業年度 
 (自 平成24年３月１日 

至 平成25年２月28日） 

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり 

 当期純損失金額  
    

 当期純利益又は当期純損失 (△） (千円）  △879,165  2,155,665

 普通株主に帰属しない金額 (千円）  －  －

 普通株式に係る当期純利益又は当期純損失   

  (△） (千円） 
 △879,165  2,155,665

 期中平均株式数 (千株）  35,222  35,241
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 該当事項はありません。 
  

（重要な後発事象）
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５．その他  

 （１）役員の異動 

   ①代表取締役 

    ・新任代表取締役候補 

      代表取締役社長 阿曽 雅道（現 当社顧問、株式会社ワンダーコーポレーション 専務取締役）  

    ・退任予定代表取締役 

      代表取締役社長 砂田 浩孝（顧問 就任予定）   

  

   ②その他の役員の異動 

    ・新任取締役候補 

      社外取締役 日下 孝明（現 株式会社ワンダーコーポレーション 代表取締役社長） 

      社外取締役 宮本 正明（現 株式会社ワンダーコーポレーション 常務取締役） 

    ・退任予定取締役 

      取締役   荒川 公男 

      社外取締役 小木  浩  

  

   ③就任予定日 

    平成25年５月22日 
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