
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

   

   

 

   

   

   

 

     

 

 
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成26年２月期第１四半期の業績（平成25年３月１日～平成25年５月31日）

（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 ％

26年２月期第１四半期 4,412 △30.1 △145 ― △143 ― △155 ―
25年２月期第１四半期 6,314 △0.6 △68 ― △76 ― △109 ―

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

26年２月期第１四半期 △4.28 ―
25年２月期第１四半期 △3.10 ―

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年２月期第１四半期 8,422 1,999 23.7
25年２月期 8,126 2,159 26.6

(参考) 自己資本 26年２月期第１四半期 1,999百万円 25年２月期 2,159百万円

２．配当の状況

年間配当金

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

25年２月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

26年２月期 ―

26年２月期(予想) 0.00 ― 0.00 0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無

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）

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)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無



  

   

   

   

   

   

   

 

 
  

 

 
  

※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（注）詳細は添付資料Ｐ．４「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）四半期財務諸表の作成に特有の会
計処理の適用」をご覧ください。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

 ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

 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）第１四半期より減価償却方法の変更をおこなっており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別する
ことが困難な場合」に該当しております。詳細は添付資料Ｐ．４「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

（３）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) 26年２月期１Ｑ 36,249,090株 25年２月期 36,249,090株

② 期末自己株式数 26年２月期１Ｑ 26,945株 25年２月期 26,945株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年２月期１Ｑ 36,222,145株 25年２月期１Ｑ 35,222,363株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づくレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点
において、四半期財務諸表に対するレビュー手続きが実施中です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に掲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。
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当第１四半期累計期間のわが国経済は、新政権による経済・金融政策の期待感などから円安や株高が

進行し、景況感や消費生活の回復に明るい兆しが見られたものの、雇用・所得環境の改善には至らず、

先行き不透明な状況で推移いたしました。 

当社が属する小売業界におきましては、生産実績は若干上向いてきておりますが、確実な売上につな

がるまでには至っておりません。 

このような状況の中で当社は、「成長に向けた構造改革～店頭の強化と統合プロジェクトの推進」を

目指し、①「店頭の力」の育成・強化、②株式会社ワンダーコーポレーションとの統合プロジェクトの

推進、③借入金の圧縮を進めてまいりました。 

  

当第１四半期累計期間の売上高は、44億12百万円(前年同四半期は63億14百万円、前年同四半期比

69.9％)となりました。営業損失は１億45百万円(前年同四半期は68百万円)、経常損失は１億43百万円

(前年同四半期は76百万円)となりました。四半期純損失は、１億55百万円 (前年同四半期は１億９百万

円)となりました。 

  

なお、当第１四半期会計期間末の店舗数は133店舗（前事業年度末比６店舗減少）であります。  

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

当第１四半期会計期間よりモバイル事業、書籍事業及びその他に含まれていた不動産賃貸につきまし

ては、組織の変更及びセグメント金額の割合が変動した為、報告セグメントを変更いたしました。音楽

事業セグメントの音楽関連品目は音楽・映像ソフト、通販、モバイル、書籍となり、不動産賃貸を報告

セグメントに不動産賃貸事業として追加することといたしました。 

 なお、楽器関連につきましては前事業年度に楽器事業の譲渡をした為、記載はしておりません。 

  

(音楽事業) 

当第１四半期累計期間における音楽・映像ソフト、通販、モバイル、書籍につきましては、平成25年

度の基本方針である「店頭の力」を鍛え直すことに集中しました。小売業の原点は店頭であり、その推

進である力「お客様満足度」を向上させること、すなわちお客様をお迎えする「接客の基本」の力、店

の主である「店長」の力、お客様のニーズに対応できる「発注」の力、主張が明確で分かりやすく提案

できる「演出」の力、鮮度ある商品が豊富に揃っている「品揃」の力を鍛え直すことで輝く店頭の実現

に向けチャレンジしました。 

  

以上から音楽事業セグメントの売上高は43億69百万円(前年同四半期は62億74百万円、前年同四半期

比69.7％)、セグメント利益（営業利益）は１百万円（前年同四半期は11億５百万円、前年同四半期比

1.4％）となりました。 

  

なお、当第１四半期会計期間末の店舗数は音楽・映像ソフト店舗が130店舗(前事業年度末135店舗)、

モバイル店舗が２店舗(前事業年度末３店舗)、書籍店舗は１店舗(前事業年度末１店舗)であります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報
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(不動産賃貸事業) 

不動産賃貸事業セグメントの売上高は42百万円(前年同四半期は40百万円、前年同四半期比106.1％)

となりました。 

  

なお、当第１四半期会計期間より、報告セグメントとして記載する事業セグメントを変更しており、

当第１四半期累計期間の比較・分析は変更後の区分に基づいております。 

  

 (資産) 

当第１四半期会計期間末における資産合計は84億22百万円となり、前事業年度末に比べ２億96百万円

増加となりました。これは主に商品及び製品２億45百万円の増加によるものであります。 

 (負債) 

当第１四半期会計期間末における負債合計は64億23百万円となり、前事業年度末に比べ４億55百万円

増加となりました。これは主に支払手形及び買掛金６億65百万円の増加によるものであります。 

 (純資産) 

当第１四半期会計期間末における純資産合計は19億99百万円となり、前事業年度末に比べ１億59百万

円減少となりました。これは主に四半期純損失１億55百万円を計上したこと等によるものであります。

  

平成26年２月期の業績予想につきましては、当第１四半期累計期間において概ね計画通り推移してい

るため、平成25年４月５日に公表いたしました「平成25年２月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」から

変更はありません。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報

資産・負債及び純資産の状況

（３）業績予想に関する定性的情報
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税金費用については、当第１四半期累計期間を含む会計期間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。 

  

 (会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、平成25年３月１日以後に取得した有形

固定資産については、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。 

これによる当第１四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  

当社は、前事業年度まで８期連続して営業損失及び経常損失を計上しており、前事業年度末に継続企

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（「重要事象等」）が存在しておりました。 

当該事象を解消又は改善するために、当社は、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日付で同社の子会社となり、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の達成等の対応

策を講じ、今後の収益基盤の安定化をはかることで、継続企業の前提に関する重要な不確実性はないと

認識しておりました。 

当第１四半期累計期間におきましても、営業損失１億45百万円、経常損失１億43百万円を計上したこ

とから、重要事象等が存在しておりますが、当該事象を解消又は改善するための上記対応策を引き続き

推進することにより、継続企業の前提に関する重要な不確実性はないと認識しております。 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

(単位：千円)

前事業年度 
(平成25年２月28日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 779,426 1,114,670

受取手形及び売掛金 650,632 717,506

商品及び製品 2,934,690 3,180,183

その他 239,776 153,011

貸倒引当金 △3,626 △4,003

流動資産合計 4,600,899 5,161,368

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 481,064 479,686

構築物（純額） 163 144

工具、器具及び備品（純額） 91,813 93,266

土地 1,013,226 1,013,226

有形固定資産合計 1,586,269 1,586,324

無形固定資産 101,578 103,349

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,647,125 1,387,038

その他 264,735 258,647

貸倒引当金 △74,025 △73,980

投資その他の資産合計 1,837,835 1,571,705

固定資産合計 3,525,683 3,261,379

資産合計 8,126,582 8,422,747

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,194,939 1,860,513

1年内返済予定の長期借入金 18,472 18,472

1年内返済予定の関係会社長期借入金 25,000 50,000

未払法人税等 110,887 32,038

資産除去債務 21,500 10,476

事業構造改善引当金 85,877 85,877

その他 324,213 295,055

流動負債合計 1,780,891 2,352,433

固定負債   

長期借入金 1,810,861 1,786,839

関係会社長期借入金 975,000 950,000

退職給付引当金 904,299 833,994

資産除去債務 326,073 325,822

その他 170,292 174,057

固定負債合計 4,186,525 4,070,713

負債合計 5,967,417 6,423,146
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成25年２月28日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,564,298 4,564,298

資本剰余金 798,506 798,506

利益剰余金 △1,669,576 △1,824,701

自己株式 △9,601 △9,601

株主資本合計 3,683,625 3,528,501

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,664 3,346

土地再評価差額金 △1,527,125 △1,532,246

評価・換算差額等合計 △1,524,460 △1,528,899

純資産合計 2,159,165 1,999,601

負債純資産合計 8,126,582 8,422,747
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（２）四半期損益計算書 
 第１四半期累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年５月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年５月31日) 

売上高 6,314,628 4,412,023

売上原価 4,429,435 3,153,502

売上総利益 1,885,192 1,258,521

販売費及び一般管理費 1,954,167 1,404,033

営業損失（△） △68,974 △145,512

営業外収益   

受取利息 805 789

受取配当金 131 139

受取手数料 6,406 4,041

法人税等還付加算金 － 2,811

その他 4,404 3,990

営業外収益合計 11,748 11,772

営業外費用   

支払利息 14,187 3,945

賃貸借契約解約損 762 3,648

その他 4,044 1,778

営業外費用合計 18,994 9,372

経常損失（△） △76,220 △143,112

特別利益   

受取補償金 2,039 －

特別利益合計 2,039 －

特別損失   

固定資産除却損 15,666 163

特別損失合計 15,666 163

税引前四半期純損失（△） △89,847 △143,276

法人税等 19,402 18,762

過年度法人税等戻入額 － △6,913

四半期純損失（△） △109,249 △155,124
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（株）新星堂（7415）平成26年２月期第１四半期決算短信[日本基準]（非連結）
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