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（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 ％ 

25年２月期第３四半期  17,941  △7.9  △236  －  △135  －  △1,370  －

24年２月期第３四半期  19,475  △11.8  △164  －  △278  －  △787  －

  
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 

25年２月期第３四半期  △38.91  －

24年２月期第３四半期  △22.37  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年２月期第３四半期  11,794  △1,413  △12.0

24年２月期  12,317  △42  △0.4

（参考）自己資本 25年２月期第３四半期 △1,413百万円   24年２月期 △42百万円 

  
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 

24年２月期  － 0.00 － 0.00  0.00

25年２月期  － 0.00 －     

25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25年２月期の業績予想（平成24年３月１日～平成25年２月28日）

  （％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 
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  23,600  △9.5  △240  －  △140  －  2,700  －  76.65

（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 

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（３）発行済株式数（普通株式） 

  

  
  

※  四半期レビュー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）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」をご覧下さい。

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.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」をご覧下さい。 

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年２月期３Ｑ 35,249,090株 24年２月期 35,249,090株

②  期末自己株式数 25年２月期３Ｑ 26,945株 24年２月期 26,645株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年２月期３Ｑ 35,222,218株 24年２月期３Ｑ 35,223,001株

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書の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、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを終了しております。

・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。
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（１）経営成績に関する定性的情報 

  当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、緩やかな景気回復傾向も一時見られたものの、未だデフレからの

脱却の糸口が見えず、長期化する海外の経済問題、消費税増税問題など先行きが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は、所得水準の低迷や雇用不安による生活防衛意識から、消費者は節約・低

価格志向にあり、依然と厳しい状況が続いております。その中でも音楽・映像ソフト市場は長年続いてきたマーケ

ット規模の縮小傾向には歯止めがかかる気配があり、生産実績に改善傾向が見られるものの、インターネットによ

る通信販売など対面販売以外の流通経路が拡大しており、さらにスマートフォンの普及に伴いエンターテインメン

トの楽しみ方そのものもますます多様化しております。 

  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、音楽・映像ソフト及び楽器

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、販売の拡大をめざした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。同時に損益面では、不採算店舗の閉鎖や経費の圧縮、在庫の適正化、取引条件の改定による粗利率の改

善等利益構造の転換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。 

  

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

 (音楽事業） 

 当第３四半期累計期間における音楽・映像ソフトにつきましては、ＳＨＩＮＳＥＩＤＯ事業部の平成24年度の

基本方針である「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）への転換に集中してまいりました。 

「３適」においては、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、同時に粗利改善の為

の条件改善交渉を継続して推進しました。また11月に比較的大型新譜の発売が多数あり、その予約獲得のための

店頭における告知提案に注力しました。そして「楽場」を実現するため、イベント企画チームに対しては人員の

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、また池袋にあるイ

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実施いたしました。 

 その結果、９月から11月の第３四半期会計期間は既存前年同四半期比は111.7％と売上を伸ばしましたが、３月

から５月は98.7％、６月から８月は82.4％という大きな売上低迷を補うまでには至らず、当第３四半期累計期間

の売上高は計画値を下回る142億96百万円（前年同四半期は154億93百万円、前年同四半期比92.3％）となりまし

た。 

  楽器関連につきましては、楽器専門店舗のギター商品及びピアノ商品の販売が苦戦しているなかでＰＢギターの

販売は順調に推移し、11月にはビートルズ・デビュー50周年フェアによりビートルズモデルの販売が好調でした。

しかしながら全体客数の減少に伴い楽譜や楽器アクセサリー等の小物商品も併せて減少したため、楽器全体の売上

は減少しました。その結果、当第３四半期累計期間の売上高は計画値を下回る22億26百万円（前年同四半期は23億

５百万円、前年同四半期比96.6％）となりました。 

  通販につきましては、新システムでの運用が始まり、サイトへの訪問者数は増加しており、コンバーションレー

ト（購入率）の改善、客単価向上に向けて注力しました。具体的には、定期メールマガジンの配信を新たに開始

し、ＳＮＳの活用も始めましたが、全体としてのサイト広告不足等により客数及び売上が伸びず、その結果、当第

３四半期累計期間の売上高は計画値を下回り５億75百万円（前年同四半期は６億69百万円、前年同四半期比

85.9％）となりました。 

  モバイル事業につきましては、新製品iPhone５の発売に合わせて事前予約の獲得に注力し、iPhone関連商品やＷ

i-Fi、デジタルフォトフレーム等の契約促進に向けて努力しましたが、店舗での販売実績が上がらず、10月には今

後の収益構造改善の見込みが難しいと見込まれる７店舗を閉店しました。結果として、当第３四半期累計期間の売

上高は計画値を下回る３億89百万円（前年同四半期は４億94百万円、前年同四半期比78.8％）となりました。 

  

  以上から音楽事業の売上高は174億88百万円 (前年同四半期は189億63百万円、前年同四半期比92.2％）となりま

した。 

  

  なお、当第３四半期会計期間末の店舗数は音楽・映像ソフト店舗が139店舗 (前事業年度末149店舗）、楽器店舗

が15店舗 (前事業年度末15店舗）、モバイル店舗が４店舗 (前事業年度末15店舗）であります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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 (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の高い認知度を上げるべく、接遇サービスに注力してまいり

ました。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つつ、学習文具及び受験関連参考書等の補

強と展開を行いました。しかし今まで好調だったコミックも目玉となる商品が少なく、また近隣の競合店の影響も

あり、全体としての売上は減少しました。その結果、当第３四半期累計期間の売上高は計画値を下回る３億31百万

円 (前年同四半期は３億85百万円、前年同四半期比86.1％）となりました。 

  

  当第３四半期会計期間末の店舗数は、書籍店舗は１店舗（前事業年度末１店舗）であります。 

  

 (その他） 

  不動産賃貸の売上高は１億22百万円（前年同四半期は１億26百万円、前年同四半期比96.5％）となりました。 

  

  以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は、179億41百万円（前年同四半期は194億75百万円、前年同四半期

比92.1％）となりました。営業損失は２億36百万円（前年同四半期は営業損失１億64百万円）、経常損失は１億35

百万円（前年同四半期は経常損失２億78百万円）となりました。四半期純損益は、13億70百万円の四半期純損失 

(前年同四半期は四半期純損失７億87百万円）となりました。 

  

  なお、当第３四半期会計期間末の店舗数は159店舗（前事業年度末比21店舗減少）であります。 

  

（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 

（資産） 

 当第３四半期会計期間末における資産合計は117億94百万円となり、前事業年度末に比べ５億22百万円減少と

なりました。これは主に敷金保証金３億54百万円及び土地１億42百万円の減少によるものであります。 

（負債） 

 当第３四半期会計期間末における負債合計は132億７百万円となり、前事業年度末に比べ８億47百万円増加と

なりました。これは主に支払手形及び買掛金４億16百万円及び事業整理損失引当金11億60百万円の増加によるも

のであります。 

（純資産）  

 当第３四半期会計期間末における純資産合計は14億13百万円の債務超過となり、前事業年度末に比べ超過額が

13億70百万円増加となりました。これは主に四半期純損失13億70百万円を計上したこと等によるものでありま

す。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成25年２月期の業績予想につきましては、平成24年12月20日に公表いたしました「平成25年２月期業績予想の

修正及び特別利益並びに特別損失の発生に関するお知らせ」をご覧ください。 
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（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業年度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。 

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

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、第1四半期会計期間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、当第３四半期

累計期間の営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失は、それぞれ 千円減少しております。 

  

（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、第１四半期会計期間末時点に

おいて再検討を行った結果、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。 

  

（３）追加情報 

（事業譲渡損失引当金） 

 楽器事業の譲渡に伴い発生する損失に備えるため、当該損失見込額を計上しております。 

   

 当社は、７期連続して営業損失及び経常損失を計上し、当第３四半期累計期間において、営業損失２億36百万円、

経常損失１億35百万円、四半期純損失13億70百万円を計上した結果、平成24年11月末日現在で、14億13百万円の債務

超過となっております。 

 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「金銭準消費貸借契約書」及びの

ぞみ債権回収株式会社との「金銭準消費貸借契約書の変更等に関する覚書」に基づく借入金の返済期限が平成25年３

月29日に到来予定であるところ、返済期日までの営業収益のみでは期限日での返済が困難な状況にある事から、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。 

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

73,758

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24年２月29日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 736,566 552,427

受取手形及び売掛金 932,562 1,132,453

商品及び製品 5,519,148 5,557,771

その他 398,145 240,784

貸倒引当金 △5,093 △5,877

流動資産合計 7,581,330 7,477,559

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 740,317 679,109

構築物（純額） 452 248

工具、器具及び備品（純額） 143,966 122,006

土地 1,194,478 1,052,203

有形固定資産合計 2,079,214 1,853,567

無形固定資産 128,750 165,763

投資その他の資産   

敷金及び保証金 2,460,731 2,106,683

その他 283,718 269,090

貸倒引当金 △216,709 △78,596

投資その他の資産合計 2,527,741 2,297,177

固定資産合計 4,735,706 4,316,508

資産合計 12,317,036 11,794,068

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,529,525 1,946,018

1年内返済予定の長期借入金 320,000 8,053,001

未払法人税等 94,536 70,658

事業譲渡損失引当金 － 1,160,484

資産除去債務 6,515 14,763

その他 357,507 424,194

流動負債合計 2,308,084 11,669,121

固定負債   

長期借入金 8,293,573 －

退職給付引当金 1,092,584 950,973

資産除去債務 437,337 401,755

その他 228,355 186,003

固定負債合計 10,051,851 1,538,733

負債合計 12,359,936 13,207,855
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年２月29日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年11月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,541,298 4,541,298

資本剰余金 775,506 775,506

利益剰余金 △3,905,583 △5,216,299

自己株式 △9,588 △9,601

株主資本合計 1,401,631 90,902

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,252 1,874

土地再評価差額金 △1,446,784 △1,506,563

評価・換算差額等合計 △1,444,531 △1,504,689

純資産合計 △42,899 △1,413,786

負債純資産合計 12,317,036 11,794,068
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成23年３月１日 

 至 平成23年11月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年３月１日 

 至 平成24年11月30日) 

売上高 19,475,588 17,941,965

売上原価 13,634,861 12,558,411

売上総利益 5,840,726 5,383,553

販売費及び一般管理費 6,005,120 5,620,548

営業損失（△） △164,393 △236,995

営業外収益   

受取利息 2,534 2,371

受取配当金 768 510

受取手数料 23,110 21,578

受取補償金 4,718 1,625

貸倒引当金戻入額 － 115,376

その他 12,415 13,974

営業外収益合計 43,547 155,436

営業外費用   

支払利息 142,261 43,229

その他 15,503 11,050

営業外費用合計 157,764 54,280

経常損失（△） △278,610 △135,840

特別利益   

固定資産売却益 96 18,015

過年度損益修正益 6,385 －

貸倒引当金戻入額 116 －

移転補償金 － 4,819

その他 3,072 －

特別利益合計 9,671 22,835

特別損失   

固定資産除却損 8,055 43,094

固定資産売却損 － 24,344

減損損失 5,164 2,895

災害による損失 8,259 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 394,646 －

事業譲渡損失引当金繰入額 － 1,160,484

その他 8,040 －

特別損失合計 424,166 1,230,818

税引前四半期純損失（△） △693,106 △1,343,823

法人税等 94,736 26,672

四半期純損失（△） △787,843 △1,370,495
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 当社は、７期連続して営業損失及び経常損失を計上し、当第３四半期累計期間において、営業損失２億36百万円、経

常損失１億35百万円、四半期純損失13億70百万円を計上した結果、平成24年11月末日現在で、14億13百万円の債務超過

となっております。 

 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（以下、「ＤＰＩ」といいます。）との

「金銭準消費貸借契約書」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。）との「金銭準消費

貸借契約書の変更等に関する覚書」に基づく借入金の返済期限が平成25年３月29日に到来予定であるところ、返済期日

までの営業収益のみでは期限日での返済が困難な状況にある事から、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、株式会社ワンダーコーポレーション（以下、「ワンダーコーポレーション」とい

います。）との間で「資本・業務提携契約書」を締結し、それを通じて以下の諸施策を実施してまいります。 

  

(1)ワンダーコーポレーションとの提携による営業損益の改善 

ワンダーコーポレーションは、ゲームソフト、音楽ソフト、映像ソフト、書籍、レンタルを柱としたエンターテイ

ンメント専門店「WonderGOO」をはじめ、北関東を中心に173店舗（平成24年11月30日現在）を展開しており、複数の商

材を取り扱いながら効率的に商品を管理するＰＯＳシステムや自社物流体制を有し、また店内で高速Wi-Fi回線も開放

して、高画質映像を楽しめる接続環境を整備するなど、業界内でも先進的な取り組みを行っている企業です。 

当社は、ワンダーコーポレーションと連携して事業展開することで、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、かつ同じ音楽・映像ソフトを取り扱うことから、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も可能になると判断いたしました。 

以上を勘案の上、平成24年７月から、資本業務提携の実現に向けて協議・検討を重ね、平成24年10月１日にワンダ

ーコーポレーションと「基本合意書」を締結し、平成24年12月20日には「資本・業務提携契約書」を締結いたしまし

た。基本合意の概要は以下のとおりです。 

(a)基本方針 

 当社の普通株式につき、株式会社大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場への上場を維持すること、及び当社の商号及び

店舗ブランド（「新星堂」）を原則として維持する。 

(b)資本提携等 

 ワンダーコーポレーションは、株式公開買付によりＤＰＩの保有する当社株式を取得し、ＤＰＩ及びのぞみ債権回

収が有する当社に対する貸付債権の一部を譲り受ける。 

 また、当社及びワンダーコーポレーションは、当社の財務体質を改善させ、企業価値を向上させる方策を検討す

る。 

(c)業務提携 

 当社及びワンダーコーポレーションは、以下の項目について業務提携を推進することに合意し、かかる提携を進 

めるために業務提携プロジェクトを設置する。 

①共同商品調達・共同商品開発 

②出店戦略 

③店頭の活性化 

④ＩＴインフラの活用 

⑤本部機能の集約 

日本国内の消費環境は、消費者ニーズのさらなる多様化、少子高齢化による国内市場の縮小など極めて厳しい状況

が続いております。加えて、エンターテインメント業界では、コンテンツの流通チャネルの多様化が進み、当社事業も

少なからぬ影響を受けております。当社もそうした変化に迅速に対応して、生き残りを図るべく、ビジネスモデル革新

が必要であると認識しております。 

当社としては、かかる事業環境や当社を取り巻く状況を総合的に勘案しつつ、上記基本合意書に基づき、ワンダー

コーポレーション、ＤＰＩ及びのぞみ債権回収との間で更なる協議を続けた結果、債務超過解消に対して即効性があ

り、また既存株主に対する希薄化等による影響を最小限に抑えることが可能で、かつ、一時的な手当てではなく中長期

的に当社の成長に繋がり、一層強固な財務基盤及び経営体制の構築が可能となる施策が必要であるとの認識のもと、ワ

ンダーコーポレーションが当社の議決権の過半数を取得した上で、ワンダーコーポレーションとの業務提携を行うこと

が、当社の企業価値・株主価値の向上に資すると判断するに至りました。そして資本業務提携を通じて安定的な資本関

係の下で企業革新に邁進できる環境を整えることで、当社とワンダーコーポレーションが、エンターテインメント小売

業のトップ企業を目指していくことが、当社にとっての最善の選択であると考えております。 

（３）継続企業の前提に関する注記
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以上の対策を推進することにより、当社は翌事業年度以降の損益を大幅に改善させていく所存でございます。 

 なお、エンターテインメント事業に経営資源を集中させる方針のもと、モバイル事業は縮小せざるを得ないと判断し

ており、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（以下、「光通信」といいます。）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（以下、「テレコムサービス」といいます。）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は、これを清算することを決議し、平成25年２月末まで

に解散する予定です。 

また楽器事業につきましては、平成24年11月30日開催の取締役会において、株式会社山野楽器に譲渡することを決議

し、同日付で「事業譲渡契約」を締結しました。これに基づき、平成25年２月１日付けにて事業譲渡を遂行いたしま

す。 

  

(2)借入金の返済と債務超過の解消について 

 ワンダーコーポレーションとの間で締結した「資本・業務提携契約書」の中において、ワンダーコーポレーションに

よる株式公開買付が成立し、ＤＰＩ及びのぞみ債権回収が保有する当社に対する貸付債権がワンダーコーポレーション

に譲渡されることを条件として、ワンダーコーポレーションは平成25年２月末までに当社に対する債権約53億円のう

ち、10億円を控除した金額を全額債権放棄することで合意しております。この結果、当社は平成25年２月期において約

43億円の債務免除益を特別利益として計上することとなり、債務超過の状態は解消する見込みであります。 

 またＤＰＩ及びのぞみ債権回収が保有する残債については、平成24年12月20日にのぞみ債権回収との間で締結した

「金銭準消費貸借契約書」に基づき、20年以内に返済していく予定であります。 

  

 以上のとおり、ワンダーコーポレーションとの資本業務提携を通じた収益構造の改革を推進し、確実な企業再生に向

けた関係者との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ること、また借入金

返済および債務超過に関しては、債権譲渡の条件となっている株式公開買付期間が終了していないことから、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、四半期財務諸表は、継続企業を前提として作成しており、上記のような継続企業の前提に関する重要な不確実

性の影響を四半期財務諸表には反映しておりません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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（５）重要な後発事象

当第３四半期会計期間 
（自  平成24年９月１日 

至  平成24年11月30日） 

１．株式会社ワンダーコーポレーションとの資本・業務提携契約 

 当社は、平成24年12月20日開催の取締役会において、株式会社ワンダーコーポレーション（以下、「ワンダーコー

ポレーション」といいます。）との間で「資本・業務提携契約書」を締結することを決議し、同日付で「資本・業務

提携契約書」を締結しました。この契約において、下記の事項について合意しております。 

(a)基本方針 

当社の普通株式につき、株式会社大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場への上場を維持すること、及び当社の商号及び店

舗ブランド（「新星堂」）を原則として維持すること。 

(b)資本提携等 

ワンダーコーポレーションが当社に対して実施した株式公開買付が成立し、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。）が保有する当社に対する貸付債権がワンダーコーポレーションに譲渡されていることを条件とし

て、ワンダーコーポレーションは平成25年２月末までに当社に対する債権約53億円のうち、10億円を控除した金額を全

額債権放棄すること。 

(c)業務提携 

当社及びワンダーコーポレーションは、平成24年10月1日付けにて締結した「基本合意書」にて定められた以下の項

目における業務提携を、さらに推進すること。 

①共同商品調達・共同商品開発 

②出店戦略 

③店頭の活性化 

④ＩＴインフラの活用 

⑤本部機能の集約 

  

２．のぞみ債権回収に対する借入金の返済条件の変更 

 当社は、平成24年12月20日開催の取締役会において、のぞみ債権回収との間で「金銭準消費貸借契約」を締結する

ことを決議し、同日付にて「金銭準消費貸借契約」を締結しました。これに基づいて、ワンダーコーポレーションが

実施する株式公開買付が成立することを条件として、当社に対する貸付債権のうちワンダーコーポレーションへ譲渡

予定の債権を除き、約６億円については平成25年２月１日に予定されている楽器事業の事業譲渡代金より弁済し、約

20億円については、保証金敷金を担保とした債権は５年間に、固定資産を担保とした債権については20年間に、それ

ぞれ返済期限が延長されることとなっております。 

   

３．当社関連会社新星堂モバイルプラス株式会社の清算 

(1)概要及び理由 

 当社は、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を解消し、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の新星堂モバイルプラス株式会社の清算を決議いたしま

した。 

(2)新星堂モバイルプラス株式会社の概要 

事業の内容 電気通信サービス等の販売受託業務、電気通信機器の販売、その他 

当社の持分比率  49.0％  

主要株主     テレコムサービス株式会社（持分比率51.0％） 

(3)解散の日程 

 解散期日：平成25年２月下旬 

(4)新星堂モバイルプラス株式会社の状況、負債総額（平成24年３月末現在） 

 資産合計  136,589千円 

 負債合計   34,504千円  

 純資産合計 102,085千円 

(5)当社の業績への影響 

 業績に与える影響については、現在精査中であります。 

  

４．借入金の返済の遅延について 

 当社は、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24年２月

29日付「金銭準消費貸借契約書の変更等に関する覚書」に基づく借入金のうち平成24年11月12日が期日であった80百

万円について、返済を遅延いたしました。結果として、当該借入金に対する期限の利益を喪失する事由が発生いたし

ました。 

 これは運転資金を確保するための一時的な対応でありましたが、その後資金確保の目処がたったため、平成24年12

月12日を以って80百万円の元本返済を完了し、期限の利益喪失の請求対象となる事由は解消しております。 
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