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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 ％ 

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

23年２月期  29,482  △16.4  △380  －  △538  －  2,015  －

  
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 ％ ％ ％ 

24年２月期  △24.96  －  △227.2  △2.8  △0.9

23年２月期  59.79  52.77  －  △3.5  △1.3

（参考）持分法投資損益 24年２月期 －百万円 23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 

24年２月期  12,317  △42  △0.3  △1.22

23年２月期  14,057  816  5.8  23.19

（参考）自己資本 24年２月期 △42百万円 23年２月期 816百万円

  
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 

24年２月期  △120  814  △981  481

23年２月期  △690  1,137  △543  769

  
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 ％ ％

23年２月期 －  0.00 － 0.00 0.00  － － －

24年２月期 －  0.00 － 0.00 0.00  － － －

25年２月期（予想） －  0.00 － 0.00 0.00   －  

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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）  12,900  △5.4  10 －  △5 －  △85  －  △2.41

通期  26,600  2.1  255 －  225 －  70  －  1.99



４．その他 

（１）重要な会計方針の変更 

  

（注）詳細は、添付資料21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） 

  
  

※  監査手続の実施状況に関する表示 

・この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続が実施中です。 

  

※  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、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３ページ「次期の見通し」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              ： 無  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年２月期 35,249,090株 23年２月期 35,249,090株

②  期末自己株式数 24年２月期 26,645株 23年２月期 25,933株

③  期中平均株式数 24年２月期 35,222,889株 23年２月期 33,713,137株
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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、東日本大震災の影響から徐々に回復基調にあったものの欧州債務危機等による金

融不安や円高の長期化などにより依然として先行き不透明な状況が続いております。当社が属する小売業界におきまし

ても、震災直後の一時的な需要増加はありましたが、総じて消費者による買い控え傾向が強まるなど全般的に厳しい状

況で推移いたしました。 

このような状況の中で当社は、「音楽生活提案のリーディングカンパニー」を目指して、顧客ニーズに応えられる効

率的な店舗運営を行うと同時に、多様化する音楽・映像の楽しみ方にも応え得るべく、既存店の改装及びスマートフォ

ン等を販売するモバイル事業の早期拡大を図ってまいりました。 

 主力の音楽事業は、東日本大震災直後の新譜の発売延期や物流の混乱などの影響を受けたものの、上半期は７期ぶり

に営業黒字を計上することができました。しかしながら、新譜の制作が震災の影響で停滞したことから、年事業年度後

半の売上高は当初計画を下回る結果となりました。 

収益面では、不採算店舗の閉鎖や経費の圧縮、取引条件の改定や新商品政策による粗利率の改善など収益構造の転換

に一定の効果を挙げることができましたが、売上高の減少を補う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、260億63百万円(前事業年度294億82百万円、前事業年度比88.4％)、営業損失

は、２億31百万円(前事業年度は３億80百万円の営業損失)、経常損失は、３億66百万円(前事業年度は５億38百万円の

経常損失)となりました。 

当期純損失は、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額３億94百万円を特別損失として計上したため、８億79百万

円と(前年同期は20億15百万円の当期純利益)となりました。 

  

当事業年度の出退店は、出店23店舗、退店12店を実施し、当事業年度末の店舗数は合計180店舗(前事業年度末169店

舗で11店舗の増加)となりました。 

  

セグメントの業績の概要は次のとおりであります。 

  

(音楽事業) 

 音楽・映像ソフト販売部門であるＳＨＩＮＳＥＩＤＯ事業部は、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、業務プロセスの見直しを推進してまいりました。 

具体的には、店舗規模を50～70坪面積に縮小することによる販売効率の向上、取引先メーカー各社の協力による独自

商品の展開や、新商品政策に基づく仕入れ条件の改定による売上総利益率の改善、業務プロセスの見直しによる労働分

配率の改善、また取引先メーカー各社の協力を得ながら、受託販売商品の取り扱いの拡大による適正な在庫量の確保な

どを図ってまいりました。 

さらには、当社が出店するショピングセンターにおいて取引先メーカーやデベロッパーと協働してイベントを開催

し、売上高の確保を図るなどの諸施策を順次実施してまいりました。 

 こうした施策の実施により、売上総利益率、労働分配率、適正在庫の保持の改善に一定の成果が表れ、上半期は営業

利益の確保を果たすことができました。しかしながら、下半期は特に音楽ソフトの新譜の制作が震災の影響で停滞した

ことから想定を超える生産減に直面し、主力の音楽ソフトの売上高は低迷し、当事業年度は当初目標値を下回る厳しい

結果となりました。 

この結果、音楽・映像ソフトの売上高は197億65百万円（前事業年度は224億32百万円、前事業年度比88.1%）となり

ました。 

当事業年度の音楽・映像ソフト店の新規出店は６店舗、退店は11店舗、改装は19店舗であり、当事業年度末の店舗数

は149店舗（前事業年度末154店舗で５店舗減少）となりました。 

  

新規事業であるスマートフォン等を販売するモバイル事業は、平成23年３月１日にテレコムサービス株式会社と合弁

で新星堂モバイルプラス株式会社を設立し、店舗数の早期拡大と販売の強化に努め、当事業年度の売上高は６億75百万

円となりました。 

当事業年度のモバイル店の新規事業の出店は16店舗（前事業年度テスト店舗３店舗を含む）、退店は１店舗であり、

当事業年度末の店舗数は15店舗（前事業年度末テスト店舗３店舗を含む）となりました。 

  

１．経営成績
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楽器関係につきましては、回復傾向を示しつつあった楽器市場も大震災の影響により需要が減退し、加えてタイの洪

水の発生が電子楽器の部品供給を停滞させたことから、商品の調達が困難となるなど厳しい状況が続きました。この結

果、売上高は45億58百万円（前事業年度は49億61百万円、前事業年度比91.9%）となりました。  

当事業年度の楽器店の新規出店は１店舗、改装は１店舗であり、当事業年度末の店舗数は15店舗（前事業年度末14店

舗で１店舗増加）となりました。 

  

通販につきましては、ＳＨＩＮＳＥＩＤＯ事業部同様、震災直後の新譜発売延期があったことに加え、システムリニ

ューアル計画の遅れもあり、計画通りの売上を確保できず８億73百万円（前事業年度は９億56百万円、前事業年度比

91.3%）となりました。 

  

卸売事業につきましては、国内営業担当を増員するとともに、平成23年11月より香港の小売業者への商品供給を開始

し、１億86百万円（前事業年度は１億92百万円、前事業年度比97.0%）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、253億83百万円（前事業年度は285億43百万円、前事業年度

比88.9%）となりました。 

  

（書籍事業等） 

書籍事業は平成22年９月より１店舗となりましたが、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、売上高は５億13百万円(前事業年度７億90百万円、前事業年度比

64.9％)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。  

不動産賃貸等の売上高は１億66百万円(前事業年度１億49百万円、前事業年度比111.7％)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、売上では、主力の音楽・映像ソフト市場の縮小が続くことが予想されますが、ＣＳ向

上による「輝く店頭」を実現して顧客の支持をいただきつつ取引先メーカー各社の協力により仕入条件による売上総利

益の改善や経費削減による収益構造の改革に継続して取り組み、収益を確保しつつ、成長事業であるＥコマース事業や

楽器事業の拡大、新しい業態の創出に向けて経営資源の集中を図ってまいります。 

 なお、平成25年２月期の業績予想といたしましては、売上高266億円、営業利益255百万円、経常利益225百万円、当

期純利益70百万円を見込んでおります。  

  

(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75億81百万円であり、前事業年度末に比べ13億18百万円減少致しました。減

少の要因は、主に定期預金を取り崩して借入金を５億円弁済したこと、仕入を抑制したことからたな卸資産が２億43百

万円減少したこと、及び売掛金が２億１百万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47億35百万円であり、前事業年度末に比べ４億22百万円減少致しました。減

少の要因は、主に敷金保証金の返還により敷金及び保証金が２億29百万円減少したこと、自社所有していた宇都宮ビル

を売却して土地が79百万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23億８百万円であり、前事業年度末に比べ94億87百万円減少いたしまし

た。減少の要因は、主に１年内返済予定の長期借入金９億81百万円を弁済したこと、及び1年内返済予定の長期借入金

72億93百万円を、返済期限の延長により固定負債の長期借入金に振り替えたこと、また１年内償還予定の社債10億円を

固定負債の長期借入金に振り替えたことよるものであります。 
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（固定負債） 

当事業年度末における固定負債の残高は100億51百万円であり、前事業年度末に比べ86億6百万円増加いたしまし

た。増加の要因は、主に前事業年度末において流動負債に計上していた1年内返済予定の長期借入金72億93百万円を、

返済期限の延長により固定負債の長期借入金に振り替えたこと、及び１年内償還予定の社債10億円を固定負債の長期借

入金に振り替えたこと、さらに資産除去債務を４億37百万円計上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42百万円の債務超過となり、前事業年度末に比べ８億59百万円減少いたしました。減

少の要因は、主に当期純損失８億79百万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） 

 営業活動による資金の減少は１億20百万円（前事業年度より６億90百万円の減少）となりました。これは主に、資産

除去債務会計基準の適用に伴う影響額が３億94百万円、税引前当期損失を７億72百万円計上したこと、また仕入債務が

１億66百万円減少、売上債権が２億１百万円減少、及び、たな卸資産が２億43百万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８億14百万円（前事業年度より11億37百万円の増加）となりました。これは主に、定期

預金の払戻による収入が５億50百万円あったこと、また敷金保証金の返還による収入が４億16百万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９億81百万円（前事業年度より５億43百万円の減少）となりました。これは主に、長期

借入金の返済による支出が９億81百万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、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。 

  

(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。 

  

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。 
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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 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24億60百万円と

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。 

  

⑦ 資金調達手段の制限 

 当社は事業再生途上にあり、財務状況が完全に正常化するまで、金融機関からの円滑な新規借り入れに制約があり

ます。大規模な設備投資や運転資金の機動的な調達に制限があり、事業活動に影響を及ぼす可能性があります。 

  

 (５）継続企業の前提に関する重要事象等 

 「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。当社では「2013年2月期事業計画」を策定し、各施

策を着実に実行していく所存ですが、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。 

 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」の提供していくことを目指しており、感動の提供によっ

て社会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６期連続して営業損失・経常損失を計上し、平成24年２月期第２四半期には営業黒字を達成しま

したが、平成24年２月期において営業損失及び経常損失となり、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)中期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題 

① 収益基盤の強化 

 激しく変化する経営環境の中で、安定的な収益の確保が出来る企業体質を構築するために、さらなる収益の構造改

革に取り組んでまいります。 

当社の主力商品である音楽・映像ソフトのパッケージ市場規模は縮小が続いておりますが、当社においては依然と

して収益の柱であることから、同事業においては、取引先メーカー各社との協力関係を強化して粗利率を高めると同

時に、各種経費を圧縮して経営効率を 大限まで高め、お客様へ音楽・映像ソフトによる感動を届けてまいります。

 また、楽器関係については、音楽教室の拡大と会員数の確保、国内営業基盤を強化して新ブランドを獲得し、アジ

アへの展開に向けた挑戦を行ってまいります。 

 新規事業であるモバイル事業については、店舗数の早期拡大と収益力を強化してまいります。 

さらに、これらの事業を効果的にミックスした店舗展開を進めることにより、提案力のある店舗網を構築すべく、

引き続きスクラップアンドビルドを進めてまいります。 

 Ｅコマース事業については、システム更新による顧客サービスの改善と合わせ、音楽・映像パッケージソフト以外

の取り扱い商材を拡大してまいります。 

 以上の方針を進めるにあたり、当社独自の「販売スタイル」づくりによる他を圧倒するサービスの提供を継続する

と同時に、前事業年度まで実施してきた業務の改善と各種経費の削減を徹底し、営業損益の黒字化を図ってまいりま

す。 

②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23年２月28日) 

当事業年度 
(平成24年２月29日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※1  1,519,363 ※1  736,566

売掛金 1,134,254 932,562

商品及び製品 ※1, ※4  5,762,434 ※1, ※4  5,519,148

貯蔵品 3,094 3,000

前渡金 15,165 9,479

前払費用 36,712 39,048

未収収益 228,349 164,123

未収入金 197,442 130,612

１年内回収予定従業員長期貸付金 1,139 283

その他 7,718 51,598

貸倒引当金 △6,255 △5,093

流動資産合計 8,899,419 7,581,330

固定資産   

有形固定資産   

建物 4,153,557 3,578,156

減価償却累計額 △3,391,936 △2,837,839

建物（純額） ※1  761,621 ※1  740,317

構築物 21,608 17,891

減価償却累計額 △20,974 △17,439

構築物（純額） ※1  633 ※1  452

工具、器具及び備品 2,517,843 2,438,671

減価償却累計額 △2,318,344 △2,294,705

工具、器具及び備品（純額） 199,498 143,966

土地 ※1, ※2  1,273,478 ※1, ※2  1,194,478

有形固定資産合計 2,235,231 2,079,214

無形固定資産   

借地権 61,414 46,803

商標権 2,250 1,950

ソフトウエア 63,780 57,397

電話加入権 22,599 22,599

無形固定資産合計 150,044 128,750
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年２月28日) 

当事業年度 
(平成24年２月29日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 ※3  30,130 19,551

関係会社株式 78,513 78,513

出資金 369 369

従業員に対する長期貸付金 731 133

関係会社長期貸付金 101,000 97,000

長期前払費用 5,447 3,890

敷金及び保証金 ※1  2,690,446 ※1  2,460,731

長期未収入金 65,669 69,193

その他 15,066 15,066

貸倒引当金 △214,341 △216,709

投資その他の資産合計 2,773,033 2,527,741

固定資産合計 5,158,309 4,735,706

資産合計 14,057,729 12,317,036

負債の部   

流動負債   

支払手形 23,789 －

買掛金 1,671,774 1,529,525

1年内償還予定の社債 ※5  1,000,000 －

1年内返済予定の長期借入金 ※1, ※4  8,595,444 ※1, ※4  320,000

未払金 156,340 183,282

未払費用 107,120 102,293

未払法人税等 116,621 94,536

前受金 38,762 41,633

預り金 11,527 15,239

資産除去債務 － 6,515

その他 74,319 15,058

流動負債合計 11,795,699 2,308,084

固定負債   

長期借入金 － ※1, ※4  8,293,573

再評価に係る繰延税金負債 ※2  136,620 ※2  120,358

退職給付引当金 1,172,533 1,092,584

長期未払金 48,031 2,416

長期預り保証金 88,113 81,969

繰延税金負債 － 23,610

資産除去債務 － 437,337

固定負債合計 1,445,299 10,051,851
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年２月28日) 

当事業年度 
(平成24年２月29日) 

負債合計 13,240,999 12,359,936

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,541,298 4,541,298

資本剰余金   

資本準備金 775,506 775,506

資本剰余金合計 775,506 775,506

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △3,026,418 △3,905,583

利益剰余金合計 △3,026,418 △3,905,583

自己株式 △9,555 △9,588

株主資本合計 2,280,830 1,401,631

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,054 2,252

土地再評価差額金 ※2  △1,463,046 ※2  △1,446,784

評価・換算差額等合計 △1,464,100 △1,444,531

純資産合計 816,729 △42,899

負債純資産合計 14,057,729 12,317,036
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成23年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成23年３月１日 

 至 平成24年２月29日) 

売上高 29,482,516 26,063,126

売上原価   

商品期首たな卸高 7,050,432 5,762,434

当期商品仕入高 19,576,744 18,082,701

合計 26,627,177 23,845,136

他勘定振替高 ※1  32,217 －

商品期末たな卸高 ※6  5,762,434 ※6  5,519,148

商品売上原価 20,832,525 18,325,987

売上総利益 8,649,991 7,737,139

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 108,976 129,498

給料及び手当 3,251,837 2,784,674

退職給付費用 106,002 10,987

地代家賃 3,486,381 3,048,075

支払手数料 500,283 619,345

減価償却費 266,961 214,065

その他 1,310,054 1,161,652

販売費及び一般管理費合計 9,030,498 7,968,298

営業損失（△） △380,507 △231,158

営業外収益   

受取利息 4,164 3,326

受取配当金 452 790

受取手数料 31,257 35,579

営業補償金受取額 10,357 5,717

損害補償金受取額 16,593 5,005

受取賃貸料 8,086 7,758

その他 9,286 9,135

営業外収益合計 80,199 67,314

営業外費用   

支払利息 163,235 136,812

社債利息 50,000 50,000

その他 25,071 16,257

営業外費用合計 238,307 203,069

経常損失（△） △538,615 △366,913
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成23年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成23年３月１日 

 至 平成24年２月29日) 

特別利益   

前期損益修正益 － 6,980

役員退職慰労引当金戻入額 27,955 －

債務免除益 3,000,000 －

固定資産売却益 ※4  2,637 ※4  36,888

退職給付引当金戻入額 290,736 －

貸倒引当金戻入額 96,483 －

その他 44,535 5,198

特別利益合計 3,462,347 49,067

特別損失   

前期損益修正損 14,580 －

固定資産売却損 ※5  61,089 －

固定資産除却損 ※2  208,245 ※2  7,633

減損損失 ※3  72,563 ※3  18,394

たな卸資産処分損 32,217 －

退職特別加算金 429,640 －

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 133 19,750

特別損失合計 818,469 454,450

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 2,105,262 △772,296

法人税、住民税及び事業税 89,520 84,503

法人税等調整額 － 22,365

法人税等合計 89,520 106,869

当期純利益又は当期純損失（△） 2,015,742 △879,165

(株)新星堂(7415）平成24年２月期決算短信(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22年３月１日 

 至 平成23年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成23年３月１日 

 至 平成24年２月29日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 4,504,548 4,541,298

当期変動額   

新株の発行 36,750 －

当期変動額合計 36,750 －

当期末残高 4,541,298 4,541,298

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 738,756 775,506

当期変動額   

新株の発行 36,750 －

資本準備金の取崩 － －

当期変動額合計 36,750 －

当期末残高 775,506 775,506

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 △5,042,160 △3,026,418

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 2,015,742 △879,165

当期変動額合計 2,015,742 △879,165

当期末残高 △3,026,418 △3,905,583

自己株式   

前期末残高 △9,504 △9,555

当期変動額   

自己株式の取得 △50 △33

当期変動額合計 △50 △33

当期末残高 △9,555 △9,588

株主資本合計   

前期末残高 191,639 2,280,830

当期変動額   

新株の発行 73,500 －

当期純利益又は当期純損失（△） 2,015,742 △879,165

自己株式の取得 △50 △33

当期変動額合計 2,089,191 △879,198

当期末残高 2,280,830 1,401,631

(株)新星堂(7415）平成24年２月期決算短信(非連結）
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成23年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成23年３月１日 

 至 平成24年２月29日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △3,691 △1,054

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

2,636 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 3,307

当期変動額合計 2,636 3,307

当期末残高 △1,054 2,252

土地再評価差額金   

前期末残高 △1,463,046 △1,463,046

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 16,261

当期変動額合計 － 16,261

当期末残高 △1,463,046 △1,446,784

純資産合計   

前期末残高 △1,275,098 816,729

当期変動額   

新株の発行 73,500 －

当期純利益又は当期純損失（△） 2,015,742 △879,165

自己株式の取得 △50 △33

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

2,636 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 19,569

当期変動額合計 2,091,828 △859,629

当期末残高 816,729 △42,899

(株)新星堂(7415）平成24年２月期決算短信(非連結）
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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22年３月１日 

 至 平成23年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成23年３月１日 

 至 平成24年２月29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（△） 2,105,262 △772,296

減価償却費 273,102 225,098

減損損失 72,563 18,394

貸倒引当金の増減額（△は減少） △96,483 1,206

退職給付引当金の増減額（△は減少） △297,414 △79,948

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △27,955 －

受取利息及び受取配当金 △4,616 △4,117

支払利息及び社債利息 213,235 186,812

固定資産売却損益（△は益） 58,452 △36,888

固定資産除却損 208,245 7,633

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 △3,000,000 －

退職特別加算金 429,640 －

売上債権の増減額（△は増加） 108,432 201,691

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,284,903 243,379

仕入債務の増減額（△は減少） △874,180 △166,038

未払又は未収消費税等の増減額 △11,739 △98,492

その他 △253,730 77,340

小計 187,719 198,421

利息及び配当金の受取額 4,658 4,196

利息の支払額 △226,751 △186,849

確定拠出年金移換金の支払額 △143,488 △46,799

特別退職金の支払額 △429,640 －

保険金の受取額 8,368 －

法人税等の支払額 △91,288 △89,565

営業活動によるキャッシュ・フロー △690,424 △120,597

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

固定資産の取得による支出 △151,728 －

固定資産の売却による収入 667,853 －

固定資産の除却による支出 △98,478 △39,823

関係会社株式の取得による支出 △73,500 －

有形固定資産の取得による支出 － △88,508

有形固定資産の売却による収入 － 102,338

無形固定資産の取得による支出 － △18,465

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 △1,628 △1,138

投資有価証券の売却による収入 12,239 10,703

敷金及び保証金の差入による支出 △197,917 △116,043

敷金及び保証金の回収による収入 969,542 416,062

貸付金の回収による収入 11,313 3,453

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,137,696 814,715

(株)新星堂(7415）平成24年２月期決算短信(非連結）
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成23年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成23年３月１日 

 至 平成24年２月29日) 

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 △617,201 △981,870

株式の発行による収入 73,500 －

自己株式の取得による支出 △50 △33

財務活動によるキャッシュ・フロー △543,752 △981,903

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,039 △9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △97,519 △287,796

現金及び現金同等物の期首残高 866,883 ※  769,363

現金及び現金同等物の期末残高 ※  769,363 ※  481,566

(株)新星堂(7415）平成24年２月期決算短信(非連結）
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（５）継続企業の前提に関する注記

前事業年度 
（自 平成22年３月１日 

至 平成23年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成23年３月１日 

至 平成24年２月29日） 

当社は当事業年度を再生のための「中期事業計画」の

仕上げの年と定め、経常損益の黒字化を実現すべく「第48

期事業計画」を策定し、売上効率の向上、人件費率及び物

件費率の低減を通じた利益構造の転換と、財務体質の強化

を進めてまいりました。第２四半期以降は利益構造の転換

に相応の成果がみられたものの、年末商戦におけるヒット

作品の不足等により売上高が予想を大きく下回ったことか

ら売上総利益が減少したため、６期連続して営業損失及び

経常損失を計上いたしました。 

また、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との「株式及び新株予約権付社債引

受契約書」にもとづく転換社債型新株予約権付社債の償還

期限並びにのぞみ債権回収株式会社との「金銭準消費貸借

契約書」に基づく借入金の返済期限が平成24年２月29日に

到来予定であるところ、翌事業年度の営業収益のみでは期

限に償還・返済が困難な状況にあることにより、継続企業

の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況が

存在しております。   

 当社では当該状況を解消するため、「2012年２月期事業

計画」策定し、これに基づく以下の対応策を実施してまい

ります。 

(1）営業損益の改善 

 ① 全社方針 

取引先メーカー各社の協力による独自商品の展開や新

たな商品施策に基づくリベート条件・仕入条件の改定によ

る売上総利益率の改善、業務改革の徹底による作業効率の

改善により収益向上を図ります。 

また、新規事業であるモバイルプラス事業、そしてＥ

コマース事業、楽器事業へ経営資源を投入し事業領域の拡

大を図ります。  

 ② ＳＨＩＮＳＥＩＤＯ事業 

音楽・映像ソフト販売部門であるＳＨＩＮＳＥＩＤＯ

事業部は、「３適」（「適正規模」、「適正分配率」、

「適正在庫」）の実現と、「売場」から「楽場」（＝「出

会い」「発見」「体験」できる場）への転換を引き続き実

施します。 

「３適」につきましては、音楽・映像ソフト専門店

を、当社としての適正規模である50～70坪へ順次面積の縮

小を進め販売効率を向上させます。取引先メーカー各社の

協力による独自商品の展開や新たな商品施策に基づくリベ

ート条件・仕入条件の改定による売上総利益率の改善と、

業務プロセスの見直しによる人件費の比率の低減と賃貸条

件の改定による賃借料の低減を通じて、労働分配率及び物

件費分配率の向上を図り、収益力を強化します。また、取

引先メーカー各社の協力を得ながら、受託販売商品の取り

扱いの拡大を進め、専門店として適正な在庫量の確保を図

ります。 

  

当社は、経常損益の黒字化を実現すべく利益構造の転換

を進めてまいりましたが、東日本大震災及び原発事故等の

影響による日本経済の急激な景気悪化、さらにそれを受け

た先行き不透明感から、一般消費者の生活防衛意識や節約

志向による買い控えなど個人消費が低迷する厳しい環境の

中で推移しました。その結果、当社は７期連続して経常損

失を計上し、また、当事業年度において当期純損失を計上

したことから平成24年２月末現在において42,899千円の債

務超過となり、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、当該状況を解消するため「平成25年２月期事業

計画」を策定し、収益構造改革に再び注力するとともに、

これに基づく以下の対応策を実施することにより経常黒字

化し、平成25年２月期末までに債務超過を解消するのに充

分な 終利益を計上することを目標としております。 

 ① 全社方針 

取引先メーカー各社の協力による独自商品の展開や新

たな商品施策に基づく仕入条件の改定による売上総利益率

の改善、業務改革の徹底による作業効率の改善により、全

社の収益向上を図ります。 

また、Ｅコマース事業、楽器事業など成長が見込まれ

る分野においては、経営資源を集中させて事業の拡大を図

ります。 

 ② ＳＨＩＮＳＥＩＤＯ事業 

音楽・映像ソフト販売部門であるＳＨＩＮＳＥＩＤＯ

事業部では、商品の発注管理、在庫管理、店舗配分などに

おける商品運用フローを再構築し、より効率的で顧客ニー

ズに対応できる在庫管理を実現させます。また代表取締役

社長が自ら事業部長を兼任することで、迅速な営業施策の

推進を行ってまいります。 

ＳＨＩＮＳＥＩＤＯ事業部の基本方針は前事業年度に

引続き「３適」（「適正規模」、「適正分配率」、「適正

在庫」）の実現と、「売場」から「楽場」（＝「出会い」

「発見」「体験」できる場）への転換です。 

「３適」につきましては、音楽・映像ソフト専門店

を、当社としての適正規模である50～70坪へ順次面積の縮

小を進め販売効率を向上させます。取引先メーカー各社の

協力による独自商品の展開や新たな商品施策に基づく仕入

条件の改定による売上総利益率の改善と、業務プロセスの

見直しによる人件費の比率の低減と賃貸条件の改定による

賃借料の低減を通じて、労働分配率及び物件費分配率の向

上を図り、収益力を強化します。また、取引先メーカー各

社の協力を得ながら、受託販売商品の取り扱いの拡大を進

め、専門店として適正な在庫量の確保を図ります。 
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前事業年度 
（自 平成22年３月１日 

至 平成23年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成23年３月１日 

至 平成24年２月29日） 

 「売場」から「楽場」への転換については、当社がテナ

ント出店するショッピングセンターにおいて、取引先メー

カーやデベロッパーと協働してイベントを開催し、音楽と

の接点を増やすことによって、販売機会の増加・売上高の

維持・拡大を図ります。 

 ③ 楽器事業 

低価格の独自商品の展開や新たな商品施策に基づく仕

入条件の改定により、前事業年度に引き続き、事業部の売

上総利益率のさらなる向上を図ります。 

 ④ Ｅコマース事業 

Ｅコマースサイトはシステムの老朽化が著しく、他社

サイトと比較して顧客の操作性・利便性が低いうえに、需

要が急増した場合にはシステムがダウンする等の課題があ

ることから、システムの更新を実施して、顧客サービス向

上とシステム稼働の安定化、さらにはソフト以外の音楽関

連商材の取り扱いの拡大によって、売上向上を図ります。

 ⑤ モバイル事業 

モバイルプラス店舗(スマートフォンの取扱店）につい

ては、平成23年３月末までに８店舗を開店しました。増大

しているスマートフォン需要を取り込むためにも、既存店

舗への導入を加速化して収益基盤の確立を図ります。 

 ⑥ 管理本部 

前事業年度に引き続き、本社コストの圧縮を図りま

す。 

  

(2）社債の償還、並びに借入金の返済 

平成24年２月29日に社債10億円の償還、並びに借入金

78億53百万円(翌事業年度末予定残高）の返済期限が到来

することから、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のぞみ債権回収株式会社に

対して、契約更新や借り換え等の継続的な支援について要

請をしております。 

  

以上の対応策を実行中ですが、当社の売上高は今後の

消費動向や音楽・映像ソフトメーカーの生産実績の増減に

大きな影響を受け計画通りに進捗できない可能性があり、

また、社債償還及び借入金返済に関しては、 終的な意思

表明が行われていないことから、現時点では継続企業の前

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してお

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。  

  

「売場」から「楽場」への転換については、当社がテナン

ト出店するショッピングセンターにおいて、取引先メーカ

ーやデベロッパーと協働してイベントを開催し、音楽との

接点を増やすことによって、販売機会の増加・売上高の維

持・拡大を図ります。 

 ③ 楽器事業 

商品管理システムを導入して、適切な在庫管理と販売機

会ロスの削減により、販売効率と在庫効率を向上させま

す。また低価格の独自商品の展開を拡大することで前事業

年度に引続き、事業部の売上総利益率のさらなる向上を図

ります。 

 ④ Ｅコマース事業 

Ｅコマースサイトは、システムの老朽化が著しく、当

事業年度でのシステム更新を予定しておりましたが、改修

作業の遅れから新システムの稼働が翌事業年度にずれ込ん

でおります。新システムの稼働によって顧客サービス向上

とシステム稼働の安定化、さらにはソフト以外の音楽関連

商材の取り扱いを拡大し、売上向上を図ってまいります。

 ⑤ モバイル事業 

平成24年２月末現在15店舗体制となりましたモバイル

プラス店舗(スマートフォンの取扱店）については、競合

環境が激化する中、着実に利益を獲得する体質の構築に努

め、安定成長を図ってまいります。 

 ⑥ 管理本部 

前事業年度に引き続き、本社コストの圧縮を図りま

す。 

  

以上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が、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

く左右し、計画通りに進捗できない可能性があり、現時点

では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してお

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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（６）重要な会計方針

項目 
前事業年度 

 (自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

当事業年度 
 (自 平成23年３月１日 

至 平成24年２月29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） 

同左 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(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 

工具、器具及び備品 ２～10年 

(1）有形固定資産(リース資産を除く） 

同左  

  (2）無形固定資産(リース資産を除く） 

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。 

(3）リース資産 

同左  

４．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22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

当事業年度 
 (自 平成23年３月１日 

至 平成24年２月29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。  

(2）賞与引当金 

同左  

  (3）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。 

(3）退職給付引当金 

同左 

  (4）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

ておりましたが、平成22年４月16日開催

の取締役会議において役員退職慰労金制

度を廃止する決議をいたしましたので、

「役員退職慰労引当金」は全額取り崩し

ております。 

         ─ 

５．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 

６．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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（７）会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成22年３月１日 

至 平成23年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成23年３月１日 

至 平成24年２月29日） 

─ （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

  当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」

（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資

産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用して

おります。 

 これにより、営業損失、経常損失は16,774千円増加

し、税引前当期純損失は411,420千円増加しておりま

す。  

（８）表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成22年３月１日 

至 平成23年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成23年３月１日 

至 平成24年２月29日） 

─ （損益計算書関係） 

  前事業年度まで区分掲記していた「前期損益修正損」

（当事業年度19,578千円）は、特別損失の100分の10以下

となったため、当事業年度より、特別損失の「その他」

に含めて表示しております。 
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（９）財務諸表に関する注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
 (平成23年２月28日） 

当事業年度 
 (平成24年２月29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 251,056  

構築物 201  

土地 1,271,908  

敷金及び保証金 174,276  

商品 925,522  

計 3,372,966千円 

定期預金 255,000千円 

建物 204,759  

構築物 122  

土地 1,192,908  

敷金及び保証金 166,075  

商品 797,050  

計 2,615,916千円 

上記に対する債務額 上記に対する債務額 

長期借入金 8,595,444千円 

(１年内返済予定の長期借入金を含む） 

計 8,595,444千円 

長期借入金 7,613,573千円 

(１年内返済予定の長期借入金を含む） 

計 7,613,573千円 

※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   
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前事業年度 
 (平成23年２月28日） 

当事業年度 
 (平成24年２月29日） 

※３ 関係会社株式には、設立中の会社である新星堂 

  モバイルプラス株式会社に対する株式払込金  

  千円が含まれております。 

※４ 財務制限条項 

   １年内返済予定の長期借入金(当事業年度末残高 

  8,595,444千円）には財務制限条項が付されており、 

  以下の条項に抵触した場合、債権者による書面の通 

  知をもって期限の利益を喪失し、全ての債務を支払 

  うこととなっております。 

  ① 各事業年度におけるＥＢＩＴＤＡ(営業利益＋ 

   減価償却費）の以下の目標値について、２期連続 

   して請求喪失事由記載の割合以上下回ったとき 

   ・2011年2月期のＥＢＩＴＤＡ＝531,000千円 

   ・2012年2月期のＥＢＩＴＤＡ＝1,067,000千円 

    (請求喪失事由20%） 

  ② 純資産については、負の値となったとき 

※５ 財務上の特約  

   １年内償還予定の社債(当事業年度末残 

  1,000,000千円）には財務上の特約が付されており、 

  以下の特約に違背した場合、債権者より是正を求め 

  る通知を受領し10日以内に、その履行又は補正をし 

  ないとき、債権者による書面の通知をもって期限の 

  利益を喪失し、全ての債務を支払うこととなってお 

  ります。 

  ① 以下のＥＢＩＴＤＡ(営業利益＋減価償却費） 

   の目標値を維持すること 

   ・2011年2月期のＥＢＩＴＤＡ＝531,000千円 

   ・2012年2月期のＥＢＩＴＤＡ＝1,067,000千円 

  ② 決算期末日の純資産において正の値を維持する 

   こと 

  

73,500

※３                   ─ 

   

  

※４ 財務制限条項 

  長期借入金（当事業年度末残高8,613,573千円。1 

 年内返済予定分を含む。）には財務制限条項が付さ 

 れており、以下の条項に抵触した場合、債権者にそ 

 の説明を行い、その後債権者と協議のうえ、達成で 

 きなかった計数を将来満たすための改善策を作成 

 し、これを実行することとなっております。 

  ① 2013年2月期上半期（2012年3月1日から8月末日 

  まで）における営業利益を、正の値にすること 

  

  

  

  

※５                   ─ 
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（損益計算書関係）

前事業年度 
 (自 平成22年３月１日 

至 平成23年２月28日） 

当事業年度 
 (自 平成23年３月１日 

至 平成24年２月29日） 

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

特別損失       

 たな卸資産処分損 32,217千円 

  

※２ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

建物 67,572千円 

構築物 50  

工具、器具及び備品 14,486  

撤去費用 126,135  

計 208,245千円 

※２ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

建物 1,482千円 

構築物 16  

工具、器具及び備品 1,147  

撤去費用 4,986  

計 7,633千円 

※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、工具、器

具及び備品等 
6,362千円 

関東地区 
建物、工具、器

具及び備品等 
43,349

  

中部・ 

東海地区 

建物、工具、器

具及び備品等 
7,364

  

近畿地区 
建物、工具、器

具及び備品等 
1,260

  

九州地区 
建物、工具、器

具及び備品等 
14,228

  

計 72,563千円 

※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   

関東地区 
建物、工具、器

具及び備品等 
16,559千円 

九州地区 
建物、工具、器

具及び備品等 
1,834

  

計 18,394千円 
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前事業年度 
 (自 平成22年３月１日 

至 平成23年２月28日） 

当事業年度 
 (自 平成23年３月１日 

至 平成24年２月29日） 

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 

市場価格の著しい下落または収益性の悪化に伴う

ものであります。 

③ 減損損失の内訳  

建物 54,332千円 

構築物 71  

工具、器具及び備品 18,159  

計 72,563千円 

③ 減損損失の内訳  

建物 12,276千円 

構築物 16  

工具、器具及び備品 6,101  

計 18,394千円 

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 %で割り引いて計算

しております。 

3.7

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 %で割り引いて計算

しております。 

3.0

※４ 固定資産売却益は工具、器具及び備品 千円で

  あります。 

2,637 ※４ 固定資産売却益は土地 千円、建物 千円、借地

  権 千円であります。 

59 227

36,602

※５ 固定資産売却損は土地 千円であります。 61,089  ５          ─ 

※６ 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。 

                    千円 7,118

※６ 期末たな卸高は、収益性の低下に伴う簿価切下げ 

  後の金額であり、前事業年度の評価損の戻入額と当 

  事業年度の評価損を相殺した結果、当事業年度の売 

  上原価にたな卸資産評価損戻入額が含まれておりま 

  す。 

                    千円 59,565
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前事業年度 (自 平成22年３月１日 至 平成23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.普通株式の発行済株式の増加 千株は、平成23年２月24日付で第三者割当増資をしたことによるもの 

     であります。     

      ２.普通株式の自己株式数の増加０千株は単元未満株式の買取による増加であります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 (注） 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。

    平成23年２月24日新株式発行したため転換価格変更による増加であります。   

                  

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  33,717  1,531  －  35,249

合計  33,717  1,531  －  35,249

自己株式         

普通株式 (注）２  24  0  －  25

合計  24  0  －  25

1,531

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  104  －  5,154  －

合計 －  5,050  104  －  5,154  －

(株)新星堂(7415）平成24年２月期決算短信(非連結）
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当事業年度 (自 平成23年３月１日 至 平成24年２月29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）普通株式の自己株式数の増加０千株は単元未満株式の買取による増加であります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

   前事業年度まで存在していた新株予約権は、平成20年に発行した新株予約権付社債に係るものですが、当該社債

  は平成24年２月29日に借入金に振り替え、新株予約権はが失効したため、当事業年度末においては新株予約権は存

  在しておりません。 

         

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   35,249  －  －  35,249

合計  35,249  －  －  35,249

自己株式         

普通株式 (注）  25  0  －  26

合計  25  0  －  26

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
 (自 平成22年３月１日 

至 平成23年２月28日） 

当事業年度 
 (自 平成23年３月１日 

至 平成24年２月29日） 

※ 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 

※ 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23年２月28日現在）  (平成24年２月29日現在） 

現金及び預金勘定 1,519,363千円 

預入期間が３か月を越える定期預金 △750,000  

現金及び現金同等物 769,363千円 

現金及び預金勘定 736,566千円 

担保に供している定期預金 △255,000  

現金及び現金同等物 481,566千円 

(株)新星堂(7415）平成24年２月期決算短信(非連結）
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前事業年度 (自 平成22年３月１日 至 平成23年２月28日） 

  

１．金融商品の状況に関する事項 

(１）金融商品に対する取組方針 

 当社は、商品の在庫管理に照らして、必要な運転資金を確保しております。一時的な余資については原則的に短

期的な預金等手元流動性の確保に努めており、投機的な取引は行わない方針であります。 

  

(２）金融商品の内容及びそのリスク 

 営業債権である売掛金は、信用販売及び賃借物件における営業による売掛金の、貸主への一時預け入れであり、

これらは貸主の信用リスクに晒されております。  

 敷金及び保証金は主に、賃借物件の利用による出店に際しての貸主への預け入れ敷金及び保証金であり、これら

は貸主の信用リスクに晒されております。 

 投資有価証券は主に上場企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。 

  

(３）金融商品のリスク管理体制 

① 市場リスク(金利等の変動リスク）の管理 

 投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案し

て保有状況を継続的に見直しております。 

  

② 信用リスク(取引先の契約不履行に係るリスク）の管理 

 売掛金は、定期的に改修される売掛金額の店舗毎の確定、異常値の有無の確認、月末残高の確認により管理し

ております。 

  

③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 

 各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性等により流動

性リスクを管理しております。 

  

(４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれ

ております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ

り、当該価額が変動することがあります。 

  

（金融商品関係）

(株)新星堂(7415）平成24年２月期決算短信(非連結）
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２．金融商品の時価等に関する事項 

 平成23年２月28日(当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

おりであります。 

 なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注２）参照）。 

 (※１） 売掛金、貸付金、敷金及び保証金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 

 (※２） 従業員に対する長期貸付金には、１年内回収予定従業員長期貸付金が含まれております。 

   

  
貸借対照表 
 計上額 
  (千円）  

 時価 
 (千円） 

 差額 
 (千円）  

(1）現金及び預金  1,519,363  1,519,363  －

(2）売掛金  1,134,254  

貸倒引当金 (※１）  △6,255  

   1,127,999  1,127,999  －

(3）投資有価証券  20,730  20,730  －

(4）従業員に対する長期貸付金 (※２）   1,870  1,870  －

(5）関係会社長期貸付金  101,000  

貸倒引当金 (※１）  △81,000   

   20,000  20,000  －

(6）敷金及び保証金  2,690,446  

貸倒引当金 (※１）  △130,990  

   2,559,456  2,483,113  △76,343

資産計    5,249,418  5,173,075  △76,343

(1） 支払手形    23,789  23,789  －

(2） 買掛金  1,671,774  1,671,774  －

(3） １年内償還予定の社債  1,000,000  1,000,000  －

(4） １年内返済予定の長期借入金  8,595,444  8,595,444  －

(5） 長期預り保証金   88,113  80,570  △7,542

負債計    11,379,120  11,371,577  △7,542

(株)新星堂(7415）平成24年２月期決算短信(非連結）
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(注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項   

資 産 

(１）現金及び預金(２）売掛金  

 これらは全て短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によ

っております。 

(３）投資有価証券 

 これらの時価については、株式は取引所の価格によっております。 

(４）従業員に対する長期貸付金  

 従業員に対する長期貸付金は、１年以内回収のものも含め重要性が低いため、時価は当該帳簿価額によっており

ます。 

(５）関係会社長期貸付金  

 関係会社長期貸付金については、回収見込額等に基づいて貸倒引当金を算定しているため、時価は貸借対照表価

額から現在の貸倒引当金を控除した額と近似しており、当該価額をもって時価としております。 

(６）敷金及び保証金 

 これらのうち回収・返還が１年を超えるものの時価については、主に将来キャッシュ・フローを、国債の利回り

等適切な指標に基づく利率で割り引いた現在価値により算定しております。 

負 債 

(１）支払手形(２）買掛金 

 これらは全て短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によ

っております。 

(３）１年内償還予定の社債 

 全額が１年内償還予定であるため、時価は帳簿価額に近似していることから当該帳簿価額によっております。 

(４）１年内返済予定の長期借入金 

 全額が１年内返済予定であるため、時価は帳簿価額に近似していることから当該帳簿価額によっております。 

(５）長期預り保証金 

 これらは各返還予定日に基づき、主に将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に基づく利率で割引

いた現在価値により算定しております。 

  

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであります。 

 (注） 上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、(3）投資有価証

      券には含まれておりません。 

   

（注３）社債、長期借入金の返済予定額 

  

 (追加情報） 

 当事業年度より「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び「金融商品の時

価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日）を適用しております。 

  

区分 
貸借対照表計上額 

   (千円）  

① 非上場株式  9,400

② 関係会社株式   78,513

 合計  87,913

  
１年以内  

   (千円）  

１年超 
５年以内  
  (千円） 

社債  1,000,000  －

長期借入金   8,595,444  －

合計  9,595,444  －

(株)新星堂(7415）平成24年２月期決算短信(非連結）
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当事業年度 (自 平成23年３月１日 至 平成24年２月29日） 

  

１．金融商品の状況に関する事項 

(１）金融商品に対する取組方針 

 当社は、商品の在庫管理に照らして、必要な運転資金を確保しております。一時的な余資については原則的に短

期的な預金等手元流動性の確保に努めており、投機的な取引は行わない方針であります。 

  

(２）金融商品の内容及びそのリスク 

 営業債権である売掛金は、信用販売及び賃借物件における営業による売掛金の、貸主への一時預け入れであり、

これらは貸主の信用リスクに晒されております。  

 未収入金、敷金及び保証金は主に、賃借物件の利用による出店に際しての貸主への預け入れ敷金及び保証金であ

り、これらは貸主の信用リスクに晒されております。 

 投資有価証券の一部は上場企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。 

  

(３）金融商品のリスク管理体制 

① 市場リスク(金利等の変動リスク）の管理 

 投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案し

て保有状況を継続的に見直しております。 

  

② 信用リスク(取引先の契約不履行に係るリスク）の管理 

 売掛金は、定期的に改修される売掛金額の店舗毎の確定、異常値の有無の確認、月末残高の確認により管理し

ております。また未収入金、敷金及び保証金は店舗毎の定期的な月末残高の確認により管理しております。 

  

③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 

 各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性等により流動

性リスクを管理しております。 

  

(４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額の他、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれて

おります。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、

当該価額が変動することがあります。 

  

(株)新星堂(7415）平成24年２月期決算短信(非連結）
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２．金融商品の時価等に関する事項 

 平成24年２月29日(当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

おりであります。 

 なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注２）参照）。 

 (※１） 売掛金、未収入金、関係会社長期貸付金、敷金及び保証金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金

     を控除しております。 

 (※２） 関係会社長期貸付金には１年内回収予定関係会社長期貸付金を含まれております。 

 (※３） 長期借入金には、１年内返済予定の長期借入金を含まれております。 

   

  
貸借対照表 
 計上額 
  (千円）  

 時価 
 (千円） 

 差額 
 (千円）  

(1）現金及び預金  736,566  736,566  －

(2）売掛金  932,562  

貸倒引当金 (※１）  △4,655  

   927,907  927,907  －

(3）未収入金  130,612  

貸倒引当金 (※１）  △401  

   130,211  130,211  －

(4）投資有価証券  10,151  10,151  －

(5）関係会社長期貸付金  99,000       －

貸倒引当金 (※２）  △81,000   

   18,000  18,000  －

(6）敷金及び保証金  2,460,731  

貸倒引当金 (※１）  △130,990  

   2,329,741  2,189,550  140,191

資産計    4,152,576  4,012,385  140,191

(1） 買掛金   1,529,525  1,529,525  －

(2） 未払金  183,282  183,282  －

(3） 長期借入金（※３）  8,613,573  8,613,573  －

(4） 長期預り保証金   81,969  77,173  4,796

負債計    10,408,349  10,403,553  4,796

(株)新星堂(7415）平成24年２月期決算短信(非連結）
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(注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項   

資 産 

(１）現金及び預金(２）売掛金(３）未収入金 

 これらは全て短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によ

っております。 

(４）投資有価証券 

 これらの時価については、株式は取引所の価格によっております。 

(５）関係会社長期貸付金  

 関係会社長期貸付金については、回収見込額等に基づいて貸倒引当金を算定しているため、時価は貸借対照表価

額から現在の貸倒引当金を控除した額と近似しており、当該価額をもって時価としております。 

(６）敷金及び保証金 

 これらのうち回収・返還が１年を超えるものの時価については、主に将来キャッシュ・フローを、国債の利回り

等適切な指標に基づく利率で割り引いた現在価値により算定しております。 

負 債 

(１）買掛金(２）未払金 

 これらは全て短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によ

っております。 

(３）長期借入金 

 これらの時価は元利金の合計額を、同様の新規借入を行なった場合に想定される利率で割り引いた現在価値によ

り算定しております。 

(４）長期預り保証金 

 これらは各返還予定日に基づき、主に将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に基づく利率で割引

いた現在価値により算定しております。 

  

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであります。 

 (注） 上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、(3）投資有価証

      券には含まれておりません。 

   

（注３）長期借入金の返済予定額 

  

  

区分 
貸借対照表計上額 

   (千円）  

① 非上場株式  9,400

② 関係会社株式   78,513

 合計  87,913

  
１年以内  

   (千円）  

１年超 
５年以内  
  (千円） 

長期借入金   320,000  8,293,573

合計  320,000  8,293,573

(株)新星堂(7415）平成24年２月期決算短信(非連結）
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前事業年度 (平成23年２月28日現在） 

  

１．子会社株式及び関連会社株式 

  子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式 千円及び関連会社に対する株式払込金 

 千円）は市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。 

  

２．その他有価証券 

 (注） 非上場株式(貸借対照表計上額 千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難 

      と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

   

３．前事業年度中に売却したその他有価証券 (自 平成22年３月１日 至 平成23年２月28日） 

  

（有価証券関係）

5,013

73,500

  種類 
貸借対照表計上額 

 (千円） 
取得原価 
 (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  9,087  4,438  4,648

(2）債券       

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  9,087  4,438  4,648

貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの 

(1）株式  11,642  17,345  △5,703

(2）債券       

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  11,642  17,345  △5,703

合計  20,730  21,784  △1,054

9,400

種類 
売却額  

 (千円） 
売却益の合計額 

 (千円） 
売却損の合計額 

 (千円） 

(1）株式  9,242  886  133

(2）債券       

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

合計  9,242  886  133
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当事業年度 (平成24年２月29日現在） 

  

１．子会社株式及び関連会社株式 

  子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式 千円）は市場価格がなく、時価を把握するこ

とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。  

  

２．その他有価証券 

 (注） 非上場株式(貸借対照表計上額 千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難 

      と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

   

３．当事業年度中に売却したその他有価証券 (自 平成23年３月１日 至 平成24年２月29日） 

  

78,513

  種類 
貸借対照表計上額 

 (千円） 
取得原価 
 (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  8,425  4,372  4,053

(2）債券       

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  8,425  4,372  4,053

貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの 

(1）株式  1,725  2,280  △555

(2）債券       

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  1,725  2,280  △555

合計  10,151  6,653  3,498

9,400

種類 
売却額  

 (千円） 
売却益の合計額 

 (千円） 
売却損の合計額 

 (千円） 

(1）株式  10,703  －  5,766

(2）債券       

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

合計  10,703  －  5,766
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前事業年度 (自 平成22年３月１日 至 平成23年２月28日） 

 該当事項はありません。 

  

当事業年度（自  平成23年３月１日  至  平成24年２月29日） 

 利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略しております。 

  

当事業年度末（平成24年２月29日） 

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 

イ  当該資産除去債務の概要 

  営業施設用土地の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。 

ロ  当該資産除去債務の金額の算定方法 

  使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は1.3％を使用して資産除去債務の金額を計算しております。 

ハ  当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減 

（注）当事業年度より「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号  平成20年３月31日）及び「資

産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号  平成20年３月31日）を適用し

たことによる期首時点における残高であります。 

   

（持分法投資損益等）

（資産除去債務関係）

期首残高（注） 千円 460,972

有形固定資産の取得に伴う増加額  11,662

時の経過による調整額  3,055

資産除去債務の履行による減少額  △31,838

期末残高 千円 443,852
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前事業年度 (自 平成22年３月１日 至 平成23年２月28日）  

  

 当社は、賃貸収益を得ることを目的として賃貸商業施設を所有しております。なお、賃貸商業施設の一部について

は、当社が使用しているため、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産としております。 

  

 賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する貸借対照表計上額、当事業年度増減額

及び時価は、次のとおりであります。 

 (注) １．貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。 

    ２．当事業年度増減額のうち主な減少額は減価償却費( 千円）であります。 

    ３．当事業年度末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額に 

      よります。 

  

 賃貸等不動産及び賃貸不動産として使用される部分を含む不動産に関する平成23年２月期における損益は、次のと

おりであります。  

 (注） 賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産には、サービスの提供及び経営管理として当社が使用してい 

      る部分を含むため、当該部分の賃貸収益は計上されておりません。なお、当該不動産に係る費用(減価償却費、修 

      繕費、保険料、租税公課等）については、賃貸費用に含まれております。 

  

 (追加情報）  

  当事業年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第20号 平成20年11月28日）

及び「賃貸等不動産の時価等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23号 平成20年11月28

日）を適用しております。 

    

（賃貸等不動産関係）

   貸借対照表計上額 (千円） 当事業年度末の時価

 (千円）   前事業年度末残高 当事業年度増減額 当事業年度末残高 

賃貸等不動産   121,709  －  121,709  99,400

賃貸等不動産として使用 

される部分を含む不動産 
 860,412  △4,932  855,480  999,000

13,789

  
賃貸収益 

 (千円） 

賃貸費用 

 (千円） 

差額 

 (千円） 

その他 

 (売却損益等） 

 (千円） 

賃貸等不動産   5,719  1,263  4,457  －

賃貸等不動産として使用され

る部分を含む不動産 
 134,632  35,729  98,903  －
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当事業年度 (自 平成23年３月１日 至 平成24年２月29日）  

  

 当社は、賃貸収益を得ることを目的として賃貸商業施設を所有しております。なお、賃貸商業施設の一部について

は、当社が使用しているため、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産としております。 

  

 賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する貸借対照表計上額、当事業年度増減額

及び時価は、次のとおりであります。 

 (注) １．貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。 

    ２．当事業年度増減額のうち主な減少額は減価償却費( 千円）であります。 

    ３．当事業年度末の時価は、主要な物件については、社外の不動産鑑定士による直近の不動産鑑定評価に、一定 

      の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標を用いて調整した金額によっております。  

  

 賃貸等不動産及び賃貸不動産として使用される部分を含む不動産に関する平成24年２月期における損益は、次のと

おりであります。  

 (注） 賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産には、サービスの提供及び経営管理として当社が使用してい 

      る部分を含むため、当該部分の賃貸収益は計上されておりません。なお、当該不動産に係る費用(減価償却費、修 

      繕費、保険料、租税公課等）については、賃貸費用に含まれております。 

  

  

   貸借対照表計上額 (千円） 当事業年度末の時価

 (千円）   前事業年度末残高 当事業年度増減額 当事業年度末残高 

賃貸等不動産   121,709  －  121,709  96,448

賃貸等不動産として使用 

される部分を含む不動産 
 855,480  △13,110  842,370  986,963

13,134

  
賃貸収益 

 (千円） 

賃貸費用 

 (千円） 

差額 

 (千円） 

その他 

 (売却損益等） 

 (千円） 

賃貸等不動産   7,200  1,163  6,037  －

賃貸等不動産として使用され

る部分を含む不動産 
 149,682  41,606  108,076  －
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当事業年度（自  平成23年３月１日  至  平成24年２月29日） 

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22年３月１日  至  平成23年２月28日） 

                                              （単位：千円）

  

（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  
 28,543,067  790,091  29,333,158  149,358  －  29,482,516

セグメント間の内

部売上高 

  又は振替高  

 －  －  －  －  －  －

計   28,543,067  790,091  29,333,158  149,358  －  29,482,516

セグメント利益又

はセグメント損失

(△） 

 375,429  49,111  424,540  115,106  △920,154  △380,507

その他の項目                               

減価償却費  231,731  2,607  234,338  6,140  32,623  273,102
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 当事業年度（自  平成23年３月１日  至  平成24年２月29日） 

                                              （単位：千円）

（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。  

   

当事業年度（自  平成23年３月１日  至  平成24年２月29日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

   単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略して

  おります。 

  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

    本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。 

  

(2）有形固定資産 

   本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

  

  

当事業年度（自  平成23年３月１日  至  平成24年２月29日） 

 (単位：千円）

  

  
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

808,788

920,154

29,460 32,623

ｂ．関連情報

ｃ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

  音楽事業 書籍事業 その他 合計 

減損損失   18,394  －  －  18,394
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当事業年度（自  平成23年３月１日  至  平成24年２月29日） 

 該当事項はありません。 

  

  

当事業年度（自  平成23年３月１日  至  平成24年２月29日） 

 該当事項はありません。 

  

 (追加情報） 

当事業年度（自  平成23年３月１日  至  平成24年２月29日） 

 当事業年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」 (企業会計基準第17号 平成21年３月27日）及び「セ

グメント情報等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20号 平成20年３月21日）を適用してお

ります。 

  

ｄ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

ｅ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

(株)新星堂(7415）平成24年２月期決算短信(非連結）
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前事業年度 (自平成22年３月１日 至平成23年２月28日） 

   

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 

１．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 

 （注） １．社債の利率につきましては年5.0％であります。 

２．役員の兼任については平成22年５月27日をもって解消しております。  

  

２．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うえ、決定しております。  

（関連当事者情報）

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） 

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 

 100,000
プライベー
ト・エクイ
ティ投資等

 (被所有）  
 直接   49.7

株式の所有
役員の兼任 

社債利息の
支払   50,000

１年内償
還予定の
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 

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  3.6

業務委託契

約の締結  

役員の兼任 

業務委託料

の支払 
 28,500 未払金     105
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当事業年度 (自平成23年３月１日 至平成24年２月29日） 

   

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 

１．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 

 （注）取引条件及び取引条件の決定方針等 

    社債の利率につきましては年5.0％であります。 

    なお、平成24年２月29日に社債を借入金に振替えており、同日以降の利率は0.5％となっております。  

  

２．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．長期借入金の期末残高には、１年内返済予定分320,000千円が含まれております。   

    ２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

      借入金の利率につきましては年1.5％であります。  

      なお、平成24年２月29日に借入金の返済期限を延長しており、同日以降の利率は0.5％となっております。 

  

３．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うえ、決定しております。  

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） 

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    

100,000 プライベー
ト・エクイ
ティ投資等

 (被所有）  
 直接
     

49.7 株式の所有 

社債から 

借入金への

振替  

 1,000,000
長期 
借入金  1,000,000

社債利息 

の支払  
 50,000

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 

中央区 
 500,000

サービサー

業  
－

 長期借入金 

 の借入 

  

借入金 

返済 
 981,876

長期 
借入金 

 
 7,613,573

利息 

の支払 
 121,756

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  3.6

業務委託契

約の締結  

役員の兼任 

業務委託料

の支払 
 21,600    －     －
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 （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及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算 

    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22年３月１日 

至 平成23年２月28日） 

当事業年度 
 (自 平成23年３月１日 

至 平成24年２月29日） 

１株当たり純資産額 円 銭23 19

１株当たり当期純利益金額 円 銭59 79

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額 
円 銭52 77

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株当たり当期純利益金額 円 銭△24 96

  
前事業年度 

 (自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当事業年度 
 (自 平成22年３月１日 

至 平成23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）  2,015,742  △879,165

 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） 
 2,015,742  △879,165

 期中平均株式数 (千株）  33,713  35,222

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

 当期純利益調整額 (千円）  29,800  －

 普通株式増加数 (千株）  5,051  －

 (うち新株予約権）    ( ） 5,051    ( ） －

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 

 ─ ─ 
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（重要な後発事象）

前事業年度 
 (自 平成22年３月１日 

至 平成23年２月28日） 

当事業年度 
 (自 平成23年３月１日 

至 平成24年２月29日） 

１．財務制限条項の抵触について 

 当社は平成23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平成20年６月19日付「金銭準消

費貸借契約書」及び平成22年４月16日付「金銭準消費貸

借契約書の変更等に関する覚書」に規定された財務制限

条項に抵触することになりました。 

 当社は当該財務制限条項に抵触したものの、さらなる

経費節減や資本・業務提携などの効果により、平成24年

２月期においては営業黒字化を目標とした事業計画を策

定し、その実現に向け邁進していることから、のぞみ債

権回収株式会社に対して、当該財務制限条項に抵触した

ことを理由とする期限の利益の喪失を請求する通知を行

わないことについて協議を行い、平成23年４月７日付で

承諾書を得ております。 

  

２．東日本大震災による被害の発生 

 平成23 年３月11 日に発生した東日本大震災により、

当社の東北・関東地区の一部店舗が被災しましたが、平

成23 年４月７日より、全ての店舗が営業を再開しており

ます。 

 当該地震によって、被災店舗の商品や什器備品・店舗

設備等に対する直接的な被害については現在のところ限

定的(物理的な毀損額等は約10百万円程度)と見込まれま

す。 

 なお、今後の当社の営業活動に及ぼす影響について

は、現時点では合理的に見積もることは困難でありま

す。 

─ 
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５．その他  

 （１）役員の異動  

   (1)代表取締役 

    該当事項はありません。 

  

   (2)その他の役員の異動 

    ①新任取締役候補 

     取締役      

     氏名      小木  浩    

         生年月日  昭和39年６月23日 

     略歴    平成元年9月   カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 入社 

           平成 6年4月   カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 

                    商品本部 レンタル商品部 部長 

                      平成16年4月     カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 

                                       商品事業本部 商品事業統括室 室長 

                      平成18年4月     株式会社ＭＰＤ 取締役 

                      平成21年4月     株式会社ＣＣＣ ＳＥＮＩＯＲ ＶＩＣＥ ＰＲＥＳＩＤＥＮＴ 

                      平成23年4月     カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 

                                       商品・エンタテインメント事業本部 事業本部長補佐 

                                       兼 事業支援部 部長 

                      平成23年4月     株式会社ＭＰＤ 監査役 （現任） 

                      平成24年4月     カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 執行役員（現任） 

                                       兼 ＴＳＵＴＡＹＡカンパニー 商品本部 商品事業支援部 部長（現任）

                                       兼 ＴＳＵＴＡＹＡカンパニー 人事部 部長（現任） 

  

    ②退任予定取締役 

     取締役  

     氏名      大宮 敏靖 

     生年月日  昭和43年７月25日 

     略歴    平成23年４月  （現 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱ 

                    商品・エンタテインメント事業本部 商品統括部 部長(現任） 

           平成23年５月   当社取締役就任 

  

   (3)就任予定日 

    平成24年５月24日 
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