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(百万円未満切捨て)

１．平成26年２月期第２四半期の業績（平成25年３月１日～平成25年８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２四半期 8,683 △28.5 111 － 116 － 227 －
25年２月期第２四半期 12,148 △11.0 △183 － △76 － △151 －

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２四半期 31.38 －
25年２月期第２四半期 △21.54 －

(注)当社は平成25年９月１日を効力発生日として、普通株式５株を１株の割合で株式併合を行っております。これに
伴い、前事業年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益を算定しております。

（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２四半期 8,542 2,381 27.9

25年２月期 8,126 2,159 26.6

(参考) 自己資本 26年２月期第２四半期 2,381百万円 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 － 0.00

26年２月期(予想) － 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

通期 19,900 △15.6 250 － 270 － 1,440 △33.2 198.77

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無

当社は平成25年９月１日を効力発生日として、普通株式５株を１株の割合で株式併合を行っております。これに伴
い、平成26年２月期の業績予想における１株当たり当期純利益につきましては、当該株式併合を考慮した金額を記載
しております。



  

   

 
  

  

   

 
  

  

   

 
  

  

 

 
  

 

※ 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．３「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．３「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２Ｑ 7,249,818株 25年２月期 7,249,818株

② 期末自己株式数 26年２月期２Ｑ 5,544株 25年２月期 5,389株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年２月期２Ｑ 7,244,404株 25年２月期２Ｑ 7,044,450株

(注)当社は平成25年９月１日を効力発生日として、普通株式５株を１株の割合で株式併合を行っております。これに
伴い、前事業年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、発行済株式数（普通株式）を算定しております。

※ 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２四半期累計期間のわが国経済は、現政権によるアベノミクスに伴う円高の是正や株価上昇な

ど、景況感は徐々に改善され、明るい兆しが見られたものの、海外経済の下振れによる影響の懸念など

もあり、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、前事業年度末に株式会社ワンダーコーポレーション(本社：茨城県つ

くば市、以下ワンダー社という)と資本業務提携をした効果を最大限に活用するため、本社を茨城県つ

くば市に移転いたしました。 

 更に主要メーカー様とのお取引をワンダー社帳合に変更し、値入の改善及び取引条件等の見直しに努

めました。 

 また、２.サマリー情報(注記事項)に関する事項(３)追加情報に記載のとおり、たな卸資産評価の計

算方法については、在庫管理に関するシステム環境の整備が完了し詳細なデータの把握が可能となった

ことから、より実態を反映する在庫評価方法に変更しました。 

 今後更に、ワンダー社のＰＯＳシステムを導入するなどシステム統合を行うことで、業務の協業化と

効率化、新規商材の導入などを図ってまいります。 

 なお、本社移転に伴ない旧本社ビル（東京都杉並区）を売却したため、売却益92百万円を特別利益と

して計上しております。 

  

当第２四半期累計期間の売上高は、86億83百万円(前年同四半期は121億48百万円、前年同四半期比

71.5％)となりました。営業利益は１億11百万円(前年同四半期は１億83百万円の営業損失）、経常利益

は１億16百万円(前年同四半期は76百万円の経常損失）となりました。四半期純利益は、２億27百万円

(前年同四半期は１億51百万円の四半期純損失）となりました。 

なお、当第２四半期会計期間末の店舗数は131店舗（前事業年度末比８店舗減少）であります。  

  

 (資産) 

当第２四半期会計期間末における資産合計は85億42百万円となり、前事業年度末に比べ４億15百万円

の増加となりました。これは主に敷金及び保証金が３億48百万円減少したものの、商品及び製品が９億

90百万円増加したことによるものであります。 

 (負債) 

当第２四半期会計期間末における負債合計は61億60百万円となり、前事業年度末に比べ１億93百万円

増加となりました。これは主に借入金が４億43百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が10億56百

万円増加したことによるものであります。 

 (純資産) 

当第２四半期会計期間末における純資産合計は23億81百万円となり、前事業年度末に比べ２億22百万

円増加となりました。これは主に四半期純利益２億27百万円を計上したこと等によるものであります。

  

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

（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

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

2



  

平成26年２月期の業績予想につきましては、平成25年４月５日付で公表しました業績予想を修正して

おります。詳細は、平成25年９月26日付で公表いたしました「固定資産の譲渡及び特別利益の発生並び

に業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

税金費用については、当第２四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、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２四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  

通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切り下げ額の計算方法については、当

第２四半期会計期間において在庫管理に関するシステム環境の整備が完了し詳細なデータの把握が可能と

なったことから、より実態を反映する在庫評価方法に変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べて当第２四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益

は２億64百万円増加しております。 

  

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２四半期累計期間におきましては、営業利益１億11百万円及び経常利益１億16百万円を計上し経

営の基盤は安定化の傾向にあります。しかしながら、利益水準の面においては、安定した水準に達した

と判断するまでには至らず、引き続き重要事象等が存在しているものと認識しております。当該事象を

解消又は改善するための上記対応策を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。 

（３）業績予想に関する定性的情報

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）追加情報

 （たな卸資産の収益性の低下に基づく簿価の切り下げにおける計算方法の変更）

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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２四半期会計期間 
(平成25年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 779,426 832,560

受取手形及び売掛金 650,632 795,357

商品及び製品 2,934,690 3,924,868

その他 239,776 220,202

貸倒引当金 △3,626 △4,397

流動資産合計 4,600,899 5,768,591

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 481,064 417,149

構築物（純額） 163 125

工具、器具及び備品（純額） 91,813 89,295

土地 1,013,226 719,782

有形固定資産合計 1,586,269 1,226,353

無形固定資産 101,578 100,429

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,647,125 1,298,613

その他 264,735 255,330

貸倒引当金 △74,025 △106,965

投資その他の資産合計 1,837,835 1,446,978

固定資産合計 3,525,683 2,773,762

資産合計 8,126,582 8,542,353

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,194,939 2,251,175

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 62,835

資産除去債務 21,500 －

事業構造改善引当金 85,877 48,294

その他 324,213 242,032

流動負債合計 1,780,891 2,672,808

固定負債   

長期借入金 1,810,861 1,367,769

関係会社長期借入金 975,000 950,000

退職給付引当金 904,299 762,928

資産除去債務 326,073 316,771

その他 170,292 90,374

固定負債合計 4,186,525 3,487,844

負債合計 5,967,417 6,160,653
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成25年２月28日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年８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 △1,309,920

自己株式 △9,601 △9,634

株主資本合計 3,683,625 4,043,250

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,664 3,046

土地再評価差額金 △1,527,125 △1,664,595

評価・換算差額等合計 △1,524,460 △1,661,549

純資産合計 2,159,165 2,381,700

負債純資産合計 8,126,582 8,542,353
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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)

前第２四半期累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年８月31日) 

売上高 12,148,477 8,683,847

売上原価 8,499,394 5,809,242

売上総利益 3,649,082 2,874,604

販売費及び一般管理費 3,832,655 2,763,483

営業利益又は営業損失（△） △183,572 111,120

営業外収益   

受取利息 1,604 1,569

受取配当金 476 462

受取手数料 12,794 7,479

貸倒引当金戻入額 117,909 －

その他 9,239 8,865

営業外収益合計 142,024 18,377

営業外費用   

支払利息 28,232 7,214

賃貸借契約解約損 1,093 3,960

その他 5,359 2,049

営業外費用合計 34,684 13,224

経常利益又は経常損失（△） △76,233 116,273

特別利益   

固定資産売却益 － 92,346

事業構造改善引当金戻入額 － 24,822

受取補償金 2,039 －

特別利益合計 2,039 117,168

特別損失   

固定資産除却損 37,776 24,307

貸倒引当金繰入額 － 33,000

特別損失合計 37,776 57,307

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △111,969 176,134

法人税等 39,765 △44,259

過年度法人税等戻入額 － △6,913

四半期純利益又は四半期純損失（△） △151,735 227,307
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（重要な資産の譲渡） 

当社は、平成25年９月26日の取締役会において、下記のとおり、固定資産を譲渡することについて決

議いたしました。  

資産効率の向上と財務体質の強化のため下記物件を譲渡することといたしました。  

 

譲渡先は国内の不動産事業者ですが、譲渡先との取り決めにより公表を控えさせていただきます。 

なお、当社と譲渡先との間には、資本関係、人的関係、取引関係、関連当事者として特記すべき事項

はございません。 

取締役会決議 平成25年９月26日 

譲渡契約締結 平成25年９月26日 

物件引渡日  平成25年10月末日(予定) 

平成26年２月期第３四半期決算において、固定資産売却益1,178,582千円（概算額）を計上する予定

であります。 

（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

（５）重要な後発事象

１．譲渡の理由

２. 譲渡資産の内容

資産の内容及び所在地 帳簿価額 譲渡価額 現況

千葉県柏市柏一丁目822番地22号 
 土地   647.97㎡ 
 建物 2,868.15㎡

799,877千円 2,000,080千円 当社柏店

３．譲渡先の概要

４．譲渡の日程

５．当該事象の損益に与える影響額
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